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 平成 22 年８月５日に開催した第１回委員会において、貴職より「地域医療の

一環としての学校保健活動のあり方と勤務医の参加」について諮問を受けまし
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 これを受けて本委員会では、平成 22 年度、23 年度の２年間にわたり、諮問

事項について検討を重ね、以下のとおりまとめましたので答申致します。 
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Ⅰ 序 文 

 

  平成 22 年度・23 年度(第 XXV 期)の学校保健委員会への諮問内容は、「地域医

療の一環としての学校保健活動のあり方と勤務医の参加」であり、２つの内容か

ら成っている。前段の「地域医療の一環としての学校保健活動のあり方」につい

ては、今後の地域医療の活動の中で、学校保健をきちんと位置づけることが重要

であるとの認識のもと、そのためには何が必要になるかについて検討し、まとめ

ることが求められていると理解している。また、後段の「勤務医の参加」につい

ては、今日の学校に通う年代に生じている様々な課題に関し、勤務医の力も借り

ながら展開するニードが高まっているとの認識のもと、勤務医時代から学校保健

に関わってもらうためにはどのような条件整備や働きかけが可能か等、土台づく

りに相当する議論が必要であると考える。簡単に答が見つかる状況ではないと認

識するが、委員会における議論を踏まえ、今期委員会としての提案をまとめてみ

たい。 
  答申を視野に入れた議論を２年度にわたり積み重ねてきたが、初年度末の平成

23 年３月 11 日には東日本大震災に見舞われ、当委員会としても「東日本大震災

の被災幼児・児童・生徒に対するメンタルケアについて」をまとめ、日本医師会

ホームページに掲げた。また、初年度最終の委員会開催は震災のため中止となり、

討議する時間が短縮される結果となった。しかしながら、学校保健をめぐる様々

な今日的課題についての意見交換も交えつつ、委員の熱意に支えられ答申として

まとめることができた。今後のわが国における学校保健の進展を理論的に支える

礎として、本答申を役立てていただくことを望みたい。 
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Ⅱ 地域医療と学校保健のかかわり 

 

１ 地域医療とは 

 

  地域医療とは、医療を通して医師と地域住民が連携してより良い地域社会を築

いていくことをめざす活動である。地域医療において医師および医療従事者は、

地域住民全体の幸せを常に考えながら医療活動を行うことが求められている。医

療活動の内容は、疾病の治療のみでなく、その予防や健康の維持、増進など包括

的・幅広い事項が含まれており、最近ではリハビリテーション、在宅医療のサポ

ート、地域で暮らす高齢者、障害者への支援事業、母子保健事業、子育て支援な

ど時代の変化とともに新たな事業が展開されている。地域医療を効果的に実践す

るためには、医療機関が単独で担うのでなく、地域の行政や住民組織と協力する

ことが重要である。 
  地域医療の課題としては、1980 年代には予防と治療の一体化が議論されたが、

それが概ね実現された 1990 年代からは医療と福祉の一体化が検討されてきた。

最近では、地域医療の最終目標を、住民を巻き込んだ患者にやさしい医療とこの

医療と継ぎ目なく提供される福祉、これを一体的に住民に提供することとしてい

る。 
  地域医療の最大の担い手は、地域の開業医であるが、医療が進歩するに連れて

地域の病院の助けも必要となっている。地域住民の健康を守るためには、この両

者の連携が大切となるが、2000 年以降の医療費抑制政策の影響や臨床研修制度の

施行に伴う医師不足などから地域医療の中心となる病院機能が衰退し地域医療が

崩壊する危機にある。地域の医療提供体制を維持・発展させるためには、あらた

めて地域の住民との連携が必要となってきている。 

   

(１)プライマリ・ケア 
  地域医療の最前線にいる開業医には、地域住民の健康を守るために包括的医療

が求められている。近代医学の飛躍的進歩は、それまで不治の病とされていたた

くさんの病気に真の有効的治療法をもたらした。そのため医師、患者双方の治療

観が大きく変化した。そして、病気を治すことのみが医療となり、医師もまた治

療効果だけで評価を受けることになり、患者の尊厳などに配慮する余裕をなくし

ていった。さらに、医学知識の量が膨大化し処理しきれなくなると、医療の細分

化・専門化が進み病気の治療を目的とする専門医以外の一般医は、全く無視され

るようになった。専門医を中心とする近代医療は、疾病治療を優先するため、包

括性を欠き弊害を生じる事例も見られるようになった。この反省から、最近では
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病気は必ずしも薬剤や外科的治療のみで完治するものばかりでないのに気付き、

患者を総合的に継続的に治療するプライマリ・ケア能力を有するかかりつけ医が

求められるようになった。 
  よいプライマリ・ケア活動とは、１)近接性(患者さんはいつでもどこでも医療

が受けられる)、２)包括性(患者さんの病気を幅広く、包括的に診ることができる)、

３)協調性(必要に応じて専門医に紹介するなど他の医療関係者と協力できる)、

４)継続性(継続的にケアできる)、５)責任性(患者さんに対して責任をもつ)の５

項目を完全に満たすことである。 
  プライマリ・ケアの内容として、まず、プライマリ・ヘルスケアとして、疾病

の予防とともに学校保健が大切であり、また、プライマリ・メディカルケアとし

て疾病治療とともに障害児への継続的ケアが求められている。 
  いずれにしてもプライマリ・ケアを担う医師は十分な診断能力を有する医師で

あるだけでなく、医療資源の配分、専門的医療に対する評価、監視および批判、

医療供給体制の構築、生命倫理等の問題解決にあたる必要がある。 
 
(２)小児医療提供体制 
  限られた小児医療資源を有効活用することが地域小児医療をより充実させるた

めには不可欠である。日本小児科学会では「中核病院小児科・地域小児科センタ

ー登録事業」を実施することになった。この事業は、各都道府県から「中核病院

小児科」と各々の小児医療圏から「地域小児科センター」を推薦し、それらの医

療施設の実態調査をして小児科学会に登録する。これらの調査から、正確な情報

を収集・分析し、質が高く、現実に沿った適切な日本の小児医療提供体制を提言

することになる。この調査を継続することで、患者さん、医師会、行政等と各地

域の医療情報を共有し、さらに連携し、効率的で質の高い継続性のある小児医療

を提供できると考えられている。 
  「中核病院小児科」としては、大学病院(本院)および総合小児医療施設(小児病

院等)が念頭に置かれている。「中核病院小児科」は他の中核病院小児科や地域小

児科センターとネットワークを構築して地域医療に貢献する。「地域小児科センタ

ー」は 24 時間体制で小児二次医療を提供する施設で、地域小児医療圏(小児二次

医療圏)に１か所を想定している。「地域振興小児科」は、「地域小児科センター」

がない小児医療圏において、一次二次医療を担当する病院小児科である。一般小

児科は、小児医療圏において「地域小児科センター」と連携して、主に一次医療

および一部の二次医療(一般小児医療)を提供する施設である。日本小児科学会で

は、今後、地域の実情に即した提案をして各地域のより良い小児医療体制の構築

と総合小児科医構想の推進に努めるとしている。  
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  地域医療を支えるには、特定の医療関係者だけでなく地域住民、行政などとの

幅広い連携が必要である。さらに身近な地域医療を迅速に提供できるのは地域の

開業医であり、医療が専門分化された今日ではより包括的な視野を持った姿勢が

求められている。また、最近の医師不足等を考えると、地域の医療資源を再点検

し、より効果的な地域医療システム作りが必要である。 
  

２ 地域社会における学校保健 

 

  地域社会は、そこに暮らす人々から構成され、北海道から沖縄まで、それぞれ

の地域特性があるが、地域の中での学校に通う幼児・児童・生徒・学生(以下、児

童・生徒等)と地域の繋がりの大切さは、言うまでもない。地域での学校、児童・

生徒等へのかかわり方は、地域特性があるが、基本は同じであると考えられる。

地域で、児童・生徒等がそれぞれの立場で将来、国を担う成人になるための、“育

み”である。その育みのためには、学校だけでなく、生活の場である家庭だけで

もなく、地域社会のそれぞれの専門家も含めた子ども達への健康へのかかわりが

必要になってくる。 
  学校保健は児童・生徒等が学校で将来多くの知識を学ぶ為の、健康な体・心の

成長を支える大きな一つの柱である。その中で、学校医は、学校保健安全法で規

定された地域の専門家として、学校保健にかかわっていく。 
  少し具体的に考えてみると、学校保健の最近の課題は、体の面からでは、発育・

発達、耳、眼の健康、運動器、心臓疾患、腎臓疾患の早期発見、予防、アレルギ

ー疾患の予防、生活習慣病の予防等の数多くの問題が挙げられる。また心の面で

は、発達障害、性の問題、こころの成長等の問題等が挙げられる。社会とのつな

がりでは、学校内外での事故、事件の予防、薬物乱用からの保護、感染症からの

予防と広い守備範囲が考えられる。 
  学校医は児童・生徒等の関わる問題に柔軟に対応することが求められるが、最

近の問題は複雑化、専門化しており、学校、あるいは、学校医だけで対応するの

は困難なことが多いのが特徴である。学校医が生徒のために専門家としての知識

を学校現場で生かし、家庭、地域の周りの人と協力して、問題の解決、対応を協

議することが望まれる。しかし、自分一人で解決できない問題に遭遇した場合は、

医師会等が抱える専門家集団への意見を求めることも必要になってくる。 
  学校医は、学校保健のキ－パ－ソンとして、教育委員会や学校関係者と連絡を

取り、地域の中での子ども達の連絡役、相談役、健康管理者であることが期待さ

れる。 
  一つの例として、平成 21(2009)年に流行した新型インフルエンザなどの新興感
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染症が挙げられる。学校医は、学校での流行状況を把握し、学校での感染拡大を

抑制するための対策を学校に提言するだけでなく、地域に対しても、流行拡大の

状況を感染症サ－ベイランスシステムによる情報を保健所等と共有し、地域、あ

るいは、周りの学校への注意喚起により、地域での感染拡大の予防にも重要な役

割を果たした。学校医は地域での最初の感染症の砦として、学校・地域での感染

者の受け入れ、治療にも当たっており、重症化の兆しがあれば積極的に専門病院

への紹介搬送にも努めた。学校医の地域での医療活動が、学校保健にも結びつい

て、多くの児童・生徒が新興感染症で命を落とす危険から守られたことは、公衆

衛生活動の一翼を担う学校保健として、大きな意義があったと考えられる。   
  また最近の事例では、東日本大震災後での児童・生徒等および教職員の死者は

625 人に上り、学校施設、社会教育施設の被害は１万件を超えている(文部科学省,

平成 23(2011)年８月 23 日,公式資料)。こうした悲惨な状況の中でも学校関係者、

防災関係者との「津波てんでんこ」の言い伝えを教訓にした防災教育、防災管理

の共同の取り組みが発災後の津波の被害から多くの児童・生徒等の命を救った。 
  しかしその一方で、津波被害が想定されていなかった河口上流部の学校では、

避難の判断が遅れ、多数の犠牲者を出した例があった。こうしたことからも、今

後の学校での非常時での防災教育、訓練は学校にとっても、学校保健にとっても

避けて通れない問題となっている。 
  また、東京電力福島第一原子力発電所の事故から、学校現場での学校保健を中

心として、放射線に関する基礎知識を児童・生徒、保護者等に適切に理解してい

ただき、必要以上に放射線を怖がらないこと、不適切な理解や判断により放射線

被曝地域からの児童・生徒を虐めることがないようにすることは大切である。ま

た、学校生活の中、地域の中での被曝回避の取り組みは、将来の被曝による被害

を減らす取り組みとして、学校医を含めた学校関係者だけでなく、地域社会全体

の問題で、避けて通れないものである。 
  適切に運用されれば、学校保健は緊急の子ども達の危険に対しても、本来の学

校保健安全法の趣旨に沿い、非常に有用なものになりうると考えられる。 
  このような大きな問題だけでなく、身近な問題としての学校における健康診断

の実施に関しても、しばしば、地域社会の中の協力が得られなければ、保健活動

を効果的なものにすることができない。健康診断で、児童・生徒の問題となる病

態を発見し、専門医への紹介を示唆しても、学校、家族の理解、協力がなければ、

健診そのものの意味がなくなってしまう。また学校における食育も将来の児童・

生徒等のメタボリック症候群への移行を予防できるものであるが、家族の理解、

協力がなければ、児童・生徒等の食習慣は変えることはできない。 
  こうした多くの期待を担う学校医も地域の事情によりその活動は大きく左右さ
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れる。地域によっては、学校医の数が著しく不足して、診療科によっては、勤務

医の参加がなくては、学校保健活動の維持が困難な状況もあるのは現実である。

地域社会における学校保健の活性化は、地域の事情に応じた学校医の有効活用、

学校医と地域社会との十分な連携が必要と考えられる。 
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Ⅲ 学校と地域諸機関の連携に関する法的な規定について 

 

１ 学校保健安全法 

 

 学校保健活動を進めるにあたり、学校との医療機関を含む諸機関の連携につい

て考慮すべき法的背景について確認をしておきたい。 
 憲法第 25 条の２において、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社

会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と述べられている。

学校保健は公衆衛生に含まれると解釈されるので、日本国政府として学校保健の

向上と増進に努力すべき義務の根拠が与えられていると解釈することができる。 
 学校保健安全法は第１条に「この法律は、学校における児童・生徒等及び職員

の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定める

とともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童・生徒等

の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、

もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。」と述

べられているごとく主として学校保健管理と学校安全管理について定めた法律で

ある。学校の保健管理と安全管理を円滑に進めるため、保健、安全のそれぞれに

ついて地域諸機関との連携について述べた条文が定められている。学校保健につ

いては、第 10 条において、「学校においては、救急処置、健康相談または保健指

導を行うに当たっては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他

の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。」と述べられ、学校安全につい

ては、第 30 条において、「学校においては、児童・生徒等の安全の確保を図るた

め、児童・生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の

実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保

するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者と

の連携を図るよう努めるものとする。」と述べられている。 
 以上は一般原則的事項であるが、これらのほか第 18 条において保健所との連

絡について述べられている。すなわち、第 18 条では、「学校の設置者は、この法

律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、

保健所と連絡するものとする。」とされており、これは学校保健安全法施行令第５

条において保健所と連絡すべき場合として、法第 19 条の規定による出席停止が

行われた場合と法第 20 条 の規定による学校の休業を行った場合の２つの場合を

示すことが明記されていることから、内容が感染症にかかわり具体的に規定され

ているものであることがわかる。 
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２ その他の法律と学校保健安全法の関係 

 

 学校保健安全法以外の法律においても、学校保健と他の保健領域との連携につ

いて述べた条文が存在する。母子保健法第８条の３においては連携と調和につい

て「都道府県及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当

たっては、学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号)、児童福祉法その他の

法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保

に努めなければならない。」と、母子保健事業者に対し、学校保健や児童福祉と連

携し調和を確保するよう努力することを求めている。 
 健康増進法は第１条に述べられているごとく、「我が国における急速な高齢化の

進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大してい

ることに鑑み、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めると

ともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、

もって国民保健の向上を図ることを目的とする。」という法律である。 
 第５条において関係者の協力について、「国、都道府県、市町村(特別区を含む。

以下同じ。)、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増

進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなけれ

ばならない。」と述べている。健康増進事業実施者の内容については第６条におい

て、学校保健安全法の規定により健康増進事業を行う者も健康増進事業実施者で

あることが明記されている。したがって、学校の設置者は健康増進法に基づいて

国民の健康増進について総合的に推進する主体の一部を形成することとなる。 
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Ⅳ 地域医療の一環としての学校保健の役割 
 

１ 心臓検診における地域の専門医のかかわり 

 

(１)地域における検診方法の構築に参加 
 心臓検診は学校健康診断の重要な検査の一つであるが、平成７年度から小学校

１年生、中学校１年生、高校１年生の児童・生徒全員に心電図記録が義務化され

ている。心電図以外には調査票、聴診、視診などの理学的所見、心音図などによ

り検診が行われているが、その方法については規定されておらず、公立学校では

市町村(教育委員会)に、私立学校では学校開設者に任されている。 
 市町村教育委員会は心臓検診を地区医師会や検診機関に依頼したり、独自に学

校心臓検診委員会を設立したりして、その方法や仕組み、流れについて決定して

いる。各検査にはそれぞれ特徴があり、検査の長所短所もある。地域の循環器専

門医はその地域の実情に合った検診方法について相談に応じたり、検診方法を提

案したりする立場にある。 
 
(２)一次検診の心電図判読に関し専門医としての関わり 
 一次検診の心電図は正しく記録され、正しく判読されなければならない。記録

する検査技師には適切な心電図記録を指導する必要がある。また小児心電図の診

断は成人心電図の診断基準と異なることから小児心電図の判読に精通した医師が

行うべきである。しかし地域によっては小児心電図の判読に精通している医師も

少ないため、必ずしも専門でない医師が判読せざるを得ない場合もある。心電図

判読のために診断基準が小児循環器学会から提案されているが、専門医が判読医

に指導することが必要なこともある。 
 最近の心電図は自動的に測定値や診断が印字されていることが多い。しかし、

自動診断は概ね正しいものの限界もあり、誤りもないとはいえない。したがって、

自動診断されていても、もう一度医師の目で確認する必要がある。また突然死な

どの可能性のある危険な所見を認めた場合には、緊急に医療機関を受診する体制

を備えておくことも必要である。 
 愛知県の場合、愛知県医師会学校保健検診委員会の委員が検診機関で記録・診

断した(検診機関から依頼された医師が判読したもの)心電図を再チェックして、

心電図記録や診断に問題があれば、検診機関にその結果を報告している。また心

電図診断だけでなく心電図所見や調査票などから医療機関での精密検査の必要性

に関する再チェックも行っている。それを繰り返すことにより記録・診断の精度

が向上し、心臓検診の精度も信頼できるものになる。 
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 このように一次検診の心電図判読は検診の入り口であり、入り口での見落とし

や誤りは、その後の精密検査に漏れたり、検査結果に大きく影響したりする。そ

の意味で一次検診は極めて重要であるが、実際には地域によって大きな差がある

ことが考えられ、専門医の関わりは極めて重要である。 
 
(３)二次以降の検診への参加 
 二次以降の検診は一次検診で何らかの異常が疑われる場合に行われる。二次以

降の検診は地域の実情によって大きく異なっている。二次以降の検診を循環器専

門医が行う地域もあれば、任意の医療機関の受診を勧めるだけの場合もある。ま

た、三次検診としてさらに精密な検診を専門医が行っている地域もある。 
 二次以降の検診には心エコー検査、運動負荷検査、ホルター心電図検査をはじ

め特殊な検査が必要な場合があるので必要に応じた検査ができる医療機関や専門

医の診断を受けることが望ましい。専門医は地域の実情に沿ってどのような方法

がよいか提案し、相談を受け、また積極的に二次以降の検診に関わることが望ま

しい。 
 また、専門医は診断や治療が困難な症例についても地域の専門医として心臓検

診に関わるべきである。 
 
(４)心臓検診の精度管理への参加 
 心臓検診の最終診断や診断に基づく学校管理区分などは本来全国一律であるべ

きである。関連学会(例えば日本小児循環器学会)がエビデンスや専門医の意見に

基づいて全国で使用できるようなガイドラインを作成し、地域に情報を提供した

りすることも必要であり、またその責務を負うものでもある。 
 また、地域での健康診断が適切に行われているかどうか、またその精度が高い

かどうかの検討も行う必要もある。現在すべての地域で精度の高い検診が行われ

ているとは言えない現状があり、今後専門医の立場から評価・検討・指導するこ

とも必要である。 
 
(５)専門医療機関として心疾患児の診断・治療 
 重症な心疾患児、重篤な不整脈に関し、地域の専門医療機関としての役割は正

しく診断・治療し、適切な学校生活が送れるように管理区分を決定し、学校に通

知し、必要に応じ、学校関係者や保護者との相談や指導も必要である。 
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２ 腎臓検診における地域の専門医のかかわり 

 

(１)地域における検診方法の構築 
  学校検尿は昭和 49(1974)年から全小・中学生を対象に開始され、すでに 30 年

を越える歴史があり、世界の先駆けとなる試みといえる。腎臓検診は毎年児童・

生徒に検尿を行うことから始まる。しかし、検尿の方法に関しては一般的に尿潜

血、尿蛋白、尿糖検査が行われているが、検尿が適切に行われているか検討が必

要である。腎臓検診の方法は公立学校では市町村に任されているので、専門医と

してはその検診方法に関し、教育委員会の指導や医師会腎臓検診委員会の相談を

受けたり、指導したりする立場にある。また検診機関には採尿時間、採尿方法、

尿検査法、陽性・陰性基準に関する指導も必要である。特に一次検診では試験紙

が採用されているので、試験紙の精度や検査技師の判定基準についても精度管理

が必要である。現在、このような問題は必ずしも全国的に統一されているとは限

らない。 
  
(２)二次以降の検診への参加 
 一次検診陽性者に対し、二次以降の検診方法(例：血液検査、エコー検査、腎生

検など)も全国的に統一されたものはない。検尿所見が陽性でも女児の月経時の潜

血陽性、家族性血尿、体位性蛋白尿、腎性糖尿のように正常範囲のものや良性な

ものもある一方で、慢性腎不全に移行しやすいタイプの腎炎もある。 
  学校検尿では緊急に治療しなければならない腎疾患はまれである。また多くの

場合、慢性に経過するため、重要な疾患や将来腎不全に移行する疾患を見落とす

可能性もあるので漫然と検尿を繰り返すのは望ましくない。どのような所見があ

れば緊急に専門医に紹介すべきか専門医から一般小児科医に情報を提供する必要

がある。 
  例えば、愛知県では専門医に紹介を勧められるべき基準を以下のように決めて

いる。 
 １)(２＋)以上の蛋白尿 
 ２)スポット尿(一回尿)で蛋白/Cr が 0.2 以上およびまたは蓄尿蛋白尿 

     0.02g/kg/日が３～６ヶ月以上継続する場合 

 ３)血尿/蛋白尿が合併している場合 

 ４)肉眼的血尿 

 ５)低蛋白血症 

 ６)低補体血症 

 ７)高血圧、浮腫、腎機能障害の存在 
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 ８)良性家族性血尿を除く、腎疾患の家族歴がある場合(IgA 腎症等の慢性腎 

     炎も家族集積性がある) 

上記が１項目でも該当する場合は専門医受診を勧める。 
 また尿糖に対しては多飲多尿や体重減少といった糖尿病症状があれば、入院で

きる施設に紹介する。血糖が 300mg/dl 以上の場合や、尿ケトンが中等度以上に

陽性の場合、さらに緊急性がある場合は、専門施設へ依頼する。 
 インスリン非依存性糖尿病の場合、初診時に尿糖が陰性でもその後に陽性とな

ってくる場合が多いため、採血をしておき、尿検査を継続する。 
 初回検査の HbA1c、血糖が正常な場合、ブドウ糖負荷試験を行い、耐糖能に異

常がなければ腎性糖尿と診断される。 
 腎性糖尿の中には、アミノ酸尿などを伴うファンコニー症候群、先天性腎尿細

管異常症などが見つかることもある。 
 また一次・二次検尿で緊急を要する強陽性が判明した場合は、学校を通じて保

護者に連絡し、医療機関受診を勧めるシステムを提案している。即ち 
 １)蛋白尿単独で４＋以上 
 ２)肉眼的血尿 

 ３)血尿蛋白尿 ３＋以上 

上記のいずれかが当てはまる場合、検診センターが学校長に報告し、学校長が保

護者に連絡、医療機関に可及的速やかに受診を勧めることとしている。 
 
(３)異常者の学校生活の管理区分に関する相談 
 腎疾患児の学校生活での管理も以前は厳密であったが、最近は児童・生徒の

QOL も考慮し、以前より制限も比較的緩やかになっている。新しい情報や管理基

準を専門医の立場で提案し、また必要に応じて相談を受けることも重要な役割で

ある。 
 
(４)専門医療機関として腎疾患児の診断・治療 
 (２)に述べたように診断困難な症例や腎不全が疑われる症例には専門医として

腎生検をはじめ必要な検査をし、診断・治療にあたる。 
 

３ 小児生活習慣病予防検診における地域の専門医のかかわり 

 

  毎年、学校で行っている定期健康診断で肥満の児童・生徒が増加しており、そ

の原因として子ども達の周囲の環境の変化が挙げられる。食事に関して、いつで

もどこでも手軽に食物を手に入れることができるコンビニの普及、高脂肪食を提
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供するファーストフードストアーでの外食の回数の増加があり、運動に関して、

テレビを見る時間、ゲーム機器による遊戯の時間の増加により、外遊びの不足、

自動車の普及等の交通手段の便利さによる歩行運動の減少、社会環境の変化とし

て、家族の貧困、共働きの増加、一人っ子が多くなり、子どもに対する接し方の

変化等が挙げられる。 
  性別、年齢別、身長別標準体重から判定する肥満傾向を肥満度として次に示す

式より計算できる。 
 

肥満度＝[実測体重－身長別標準体重]÷身長別標準体重×100 
 
 肥満度が＋20％以上を肥満傾向、＋20％以上 30％未満を軽度、＋30％以上 50％
未満を中等度、＋50％以上を高度の肥満と判定する。 
 中等度及び高度の肥満と判定された児童・生徒は、糖尿病や動脈硬化の予備群

であるメタボリック・シンドロームに移行する可能性があるため定期的観察が大

切である。 
 児童・生徒の生活習慣病の重要性を認識して、厚生労働省では日本人小児のメ

タボリック・シンドロームの診断基準を次に示した。 
１)腹囲が 80(小学生では 75)cm 以上 
２)中性脂肪が 120(食後２時間以降である場合は 150)mg/dl 以上ないし HDL 

  コレステロール 40mg/dl 未満 
３)収縮期血圧が 125mmHg 以上ないし拡張期血圧が 70mmHg 以上 
４)空腹時血糖が 100(食後２時間以降の場合も 100)mg/dl 以上 

  上記の項目のうち、１)が必須項目で、２)から４)の項目のうち 2 項目以上を

含む場合にメタボリック・シンドロームと診断する。これに加えて、腹囲/身長が

0.5 以上である場合に項目１)に該当するとした。 
  大分市小児生活習慣病予防検診委員会の金谷正明氏らは、大分市の小学校５年

生延べ人数 57,300 名を対象に平成３(1991)年度より 14(2002)年度まで 12 年間

の総コレステロール、中性脂肪、HDL コレステロール、赤血球数、血色素、ヘマ

トクリット、白血球数、血小板数について、非肥満児(肥満度 20％以下)と肥満児

(肥満度 20％以上)を比較して次に示すように報告している1。 
 総コレステロール値は、男子、女子、肥満児で漸増傾向を示し、各年度とも男

子が女子より高値で、肥満児はさらに高い。総コレステロール値が 200mg/dl 以
上の高コレステロール血症児の割合は、非肥満児は平成３(1991)年度が 12％から

                                                  
1 金谷正明・阿南茂啓：過去 12 年間の学童(小５)採血調査の結果について,小児保健研究,64(1)：
104～115,2005 
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平成 14(2002)年度の 16％へ、肥満児が平成３年度の 24％から平成 14(2002)年
度の 32％へと、両群ともに経年的に増加している。HDL コレステロール値は 12
年間で増減傾向は明らかでなかったが、各年度ともに肥満児の平均値は非肥満児

に比べて明らかに低い。中性脂肪値は徐々に僅かながら増加傾向を示し、明らか

に肥満児で高い。末梢血液検査では、赤血球数、血色素、ヘマトクリット、白血

球数、血小板数の全てにおいて肥満児で高い。 
 小児のメタボリック・シンドロームへの対応として、食事療法や運動療法や生

活リズムなど生活習慣の修正が基本になる。食事に関して、朝食を摂るなど規則

正しい食習慣を形成して、お菓子などの間食や夜食を避ける。偏食を避けて野菜

や果物もよく噛んでゆっくり食べる。脂肪の多い食べ物に偏らず、摂取する栄養

素のバランスやカロリーを考えて、献立の品数を多くする。家族で一緒に食事を

して、食べ物に感謝する。 
 運動に関して、肥満の児童・生徒は運動が苦手で運動能力が低下していること

が多く、無理をせずに、徐々に運動量を増やしてゆく。有酸素運動を中心に、運

動に親しむ習慣をつけるため、野球やサッカーなど興味を示すゲーム運動から始

めて、１日 30 分以上の運動を確保する。文部科学省では、平成 18(2006)年より

「早寝早起き朝ごはん」運動を展開して、学校、家庭と地域が連携協力すること

により、児童・生徒の生活リズムの修正を行っている。 
 

４ 特別支援学校における医療的ケアにおける専門医のかかわり 

 

 在宅医療が進むにつれ、小児においても従来は施設でケアされていた重症児た

ちが在宅ケアされるようになり、日常的に医療ニーズのある子どもたちが特別支

援学校へ通学することを希望し、学校教育の場においても医療的ケアの実施が求

められるようになった。 
 学校において実施が求められる『たんの吸引』や『経管栄養』は『医行為』と

整理されており、医師または看護師等の免許を持たないものが反復継続する意志

を持って行うことは法律上禁止されてきた。文部科学省の調査研究、モデル事業

の成果を受けて平成 16(2004)年 10 月 20 日、厚生労働省が「盲・聾・養護学校

におけるたんの吸引等の取り扱いについて」を発令した。看護師等が常駐するこ

と、必要な研修を受けること等を条件とし、実質的違法性阻却の考え方に基づき

特別支援学校の教員がたんの吸引や経管栄養を行うことは「やむを得ない」とす

る考え方が示され、体制整備の上、実施に至っている。今後、さらに要望が増え、

学校医と専門医の連携が重要となる分野である。 
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(１)特別支援学校における医療的ケア推進の経緯 
 文部科学省は、平成 10(1998)年度から平成 14(2002)年度まで実施した「特殊

教育における福祉・医療等との連携に関する実践研究」及び平成 15(2003)年度か

ら実施した「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」の成果を踏まえ、

医師または看護職員の資格を有しない教員が、看護師との連携・協力の下に盲学

校・聾学校及び養護学校における医療ニーズの高い幼児・児童・生徒に対するた

んの吸引、経管栄養及び導尿を行うことについて医学的・法律学的な観点からの

検討を厚生労働省に依頼した。 
 これを受け、平成 16(2004)年度厚生労働科学研究費補助事業「在宅及び養護学

校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究」の報告書で、看

護師の適正な配置など医療安全の確保が確実になるような一定の要件の下ではや

むを得ないものとされ、実質的違法性阻却の下に研修を終了した教員による医療

的ケアが実施されてきた。  
 平成 23(2011)年６月 22 日公布の「介護サービスの基盤強化のための介護保険

法等の一部を改正する法律」により、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正が

行われ、平成 24(2012)年４月より一定の研修を受けた介護職員等は一定の条件の

下にたんの吸引等の医療的ケアができるようになったことを受け、これまでは実

質的違法性阻却の考え方に基づいて医療的ケアを実施してきた特別支援学校の教

員についても制度上実施することが可能となる。 
 平成 23(2011)年 12 月９日に、特別支援学校等における医療的ケアの実施に関

する検討会議が開催され、その報告書を踏まえ平成 23(2011)年 12 月 20 日、文

部科学省は、「特別支援学校等における医療的ケアへの今後の対応について」を通

知した。この新制度において、特別支援学校で医療的ケアを行う場合は、看護師

等の適切な配置を行うとともに、看護師を中心に教員等が連携協力して特定行為

に当たることが示され、看護師等による定期的巡回や医師等といつでも相談でき

る体制を整備するなど医療安全を確保するための十分な措置を講じることが求め

られた。 
 今後より一層体制整備が図られ、主治医や保護者の要望は高度なものとなり、

特定行為以外の医行為が求められたり、特別支援学校以外の学校においても医療

的ケアの実施が求められたりすることが予測される。 
 
(２)医療的ケアとは 
 特別支援学校において行われる日常的な医療的ケアには、現在、主として喀痰

吸引、経管栄養、導尿があるが、看護師等が配置されていることを前提に、看護

師等を中心に教員等が連携して行うものであり、教員等が行うことが許容される
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範囲が規定されている。 
 今般の法改正で、教員等が実施できる行為として特定行為(口腔内の喀痰吸引、

鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろうまたは腸ろうによる

経管栄養、経鼻経管栄養)が定義され、特定行為に関する研修を行う機関を都道府

県知事に登録し、登録研修期間が行う基本研修と実地研修を修了することが求め

られた。その実施においては、教育委員会の総括的な管理体制の下に、学校長を

中心に組織的な体制を整備し、医師等、保護者等との連携協力の下に体制整備を

図らねばならない。 
 
(３)実態 
 平成 22(2010)年度特別支援学校医療的ケア実施体制状況調査結果によると、全

国の公立特別支援学校に在籍する者は、幼稚部 1,484 名、小学部 34,891 名、中学

部 26,707 名、高等部 53,592 名で、この合計 116,674 名のうち日常的に医療的ケ

アが必要な幼児・児童・生徒数は、その 6.3％(7,306 名)であり、その数は平成

17(2005)年度から年々増えている。各部別には、幼稚部 3.2％(対前年比 0.2％増)、

小学部 10.4％(0.2％増)、中学部 6.5％(前年と同率)、高等部 3.4％(0.1％増)とな

っている。 
 これらの幼児・児童・生徒に、延べ 18,411 件の医療的ケアを実施しており、前

年より 782 件増えている。一人で複数のケアを必要とする者が多いことも特徴で

ある。行為別には、たんの吸引・ネブライザー等による薬液吸入・酸素療法等呼

吸器関係が 66.8％、経管栄養等栄養関係が 25.9％、導尿(排せつ介助)が 2.4％、

その他が 4.9％であり、この内鼻腔に留置されている管からの栄養注入など教員

に許容されている行為は 41.0％であった。 
 総計 1,148 人の看護師が配置されており、前年に比べ 223 人増員されている。

看護師の指示の下に研修を受けた教員が一部のケアを行うが、医療的ケアを行っ

た教員は 3,772 人で、前年より 252 人増加している。 
 
(４)専門医のかかわりと学校医の役割 
 医療的ケアを必要とする幼児・児童・生徒は、重症で複合的な障害を有するも

のである。在宅での生活が成り立つのは、おそらく高度な医療機能を提供する病

院に専門医である主治医が存在し、在宅を支援する地域のかかりつけ医もいて医

療・福祉の支援があるからである。 
 特別支援学校に通学し医療的ケアを利用するには、保護者が主治医へ相談し申

請書を学校に提出することから始まる。学校は校長を委員長とする校内委員会で

実施を決定することになる。校内委員会のメンバーに、校医はもちろん、専門医
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を指導医という形で加えている場合もある。 
 医療的ケアの内容は主治医から指示書と言う形で看護師へ宛てたものとなって

いる。申請書及び指示書を校内委員会で審議するが、この時に実施の範囲を決定

するに当たり、校医あるいは指導医は主治医と十分協議の上で校内委員会に意見

を具申することになる。また、決定した内容を保護者に同意してもらい、主治医

に通知する際には、在宅支援のかかりつけ医や近隣の救急病院等との連携も必要

となることから、この調整にも関与が必要である。 
 校医あるいは指導医は、実施状況を常に評価し、看護師へ助言を与え、定期的

に主治医及びかかりつけ医と連携をとらねばならない。また、校内委員会はほぼ

毎月行われるもので、安全な実施への助言と体制整備の確認作業を行わねばなら

ない。 
 専門医は、主治医として医療的ケアに関わるのみでなく、学校医に協力する指

導医としての関わりもあり、地域医療における障害児のケアにつても必然的に関

与している。特別支援学校の校医は、通常の校医としての役割にさらにこの医療

的ケアの安全な実施に取り組まねばならず、特に、地域のあらゆる医療、福祉、

保健との連携の要になることが求められる。 
 

５ 地域社会における障害者への対応と学校保健 

 

 ＷＨＯ（世界保健機関）の国際障害分類 2001 年改訂版(国際生活機能分類)に

は、障害とは生活上の困難、不自由、不利益であると規定されている。わが国の

障害者基本法では、障害者とは身体障害、知的障害または精神障害があるため、

長期にわたり日常生活または社会生活に相当の制限を受ける者を言うと定義し、

てんかんおよび自閉症ならびに難病に起因する障害を有する者を含めている。こ

れに呼応して身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法がある。さ

らに、改正により「その他の発達障害」が加えられ、平成 16(2004)年 12 月に発

達障害者支援法が制定された。 
 障害者が地域で生活することを支える制度として、障害者自立支援法があるが、

子どもに関しては児童福祉法が適用されている。教育の分野では「完全なインク

ルージョン」という目標を掲げ、平成 15(2003)年の文部科学省「今後の特別支援

教育の在り方について(最終報告)」で、障害の程度等に応じて特別な場で指導を

行う特殊教育から、障害のある児童・生徒まで含めて一人ひとりの教育的ニーズ

に応じて適切に支援を行う特別支援教育へ転換した。これにより盲・聾・養護学

校から特別支援学校へ、小中学校における特殊学級は特別支援教室と名称が変わ

った。 
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(１)障害児とは、障害別分類 
 現行の法の下では、身体障害児、知的障害児、発達障害児という分類になるの

であろうが、子どもの成長と発達という観点からは、障害児を大きく身体障害と

発達障害に分け、発達障害の中に知的障害、運動発達障害(肢体不自由を伴わな

い：例えば発達性協調運動障害など)、自閉症スペクトラム障害、情緒障害、学習

障害があるとする方がよいのではないかと思われる。しかし、本稿では福祉、教

育の観点から現行法に基づく分類とする。 
身体障害児 ：肢体不自由、視覚障害、聴覚・並行機能障害、音声・言

語そしゃく機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼

吸器機能障害、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、免

疫機能障害 
知的障害児 ：精神遅滞 
重症心身障害児 ：重度重複障害 
発達障害児 ：自閉症、アスペルガ―症候群その他の広汎性発達障害、

学習障害、注意欠陥多動性障害 
 

(２)障害児教育と学校保健 
 特別支援学校に在籍している幼児・児童・生徒は、同じ年齢の全体のうちの約

1.6％に当たる。また、平成 14(2002)年に文部科学省が実施した全国実態調査で

は、小・中学校の通常の学級に在籍する児童・生徒のうち、学習や生活の面で特

別な教育的支援が必要な者が約６％程度の割合で存在する可能性があるとした。

特別支援学校には、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱

者に関する５領域があり、それぞれに応じた教育目標と保健及び安全に関する具

体的計画が立てられている。 
 障害の程度が重度で日常生活において常時介助・介護が必要であるために、在

宅の者、施設入所者、または病院に入院中の者には訪問教育も行われている。そ

の程度がより軽度であれば、特別支援教室での指導を受けることもできるし、通

常の学級で指導を受けながらニーズに応じた特別な指導を受ける通級による指導

もあり、名称は色々であろうが、「ことばの教室」「情緒障害学級」などと言われ

るものがある。 
 
(３)地域社会での支援体制 
 平成 14(2002)年 12 月閣議決定の「障害者基本計画」では、21 世紀に我が国が

目指すべき社会は、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊
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重し支えあう共生社会とする必要があるとしている。障害者や高齢者等が悪質な

手口により消費者被害に遭うことから守るために、地域福祉権利擁護事業がある。 
 平成 18(2006)年４月(４月から一部施行、10 月から全面施行)から施行された

障害者自立支援法では、障害の種別に関わらない共通の保健福祉サービスと給付

について規定している。給付の主なものは、介護給付、訓練等給付、自立支援医

療、補装具があり、地域生活支援事業も利用できる。 
 公的サービスを受けるには、手帳制度の利用があり、身体障害児には身体障害

者手帳、知的障害児には療育手帳が交付される。経済的援助の制度として、特別

児童扶養手当や障害児福祉手当がある。 
 
(４)眼科に関わる障害児への対応と課題 
 １)障害児とは、障害別分類 
 視覚障害児は特別支援学校へ就学する。学校教育法施行令による視覚障害の

規定は、「両眼の視力がおおむね 0.3 未満または視力以外の視機能障害が高度で、

拡大鏡等を使用しても文字等を認識することが不可能または著しく困難な程

度」である。特別支援学校への就学は、視覚障害があり、保護者及び教育学、

医学、心理学その他の障害のある児童・生徒等の就学に関する専門的知識を有

する者の意見を聴いて決定する。 
 特別支援学級への就学は、弱視者と規定されており、通常の幼稚園、小学校、

中学校、高校及び中等教育学校(中高一貫校)の中に設置される学級である。障

害の程度は規定されていないが、弱視者という曖昧な規定である。特別支援学

校と異なるのは、その他の障害が規定され特別支援学校が対象としていない情

緒障害の精神障害、知的障害を伴わない発達障害に相当する者を対象としたも

のがある。 
 厚生労働省によれば、平成 18(2006)年の全国の 18 歳未満の身体障害児数(在

宅)は 93,100 人と推計されている2。その内、視覚障害児は 4,900 人(5.3％)、

聴覚・言語障害が 17,300 人(18.6％)と推定されている。 
 視覚障害児の年齢別では、０～４歳が 300 人(6.1％)、５～９歳が 1,500 人

(30.6％)、10～14 歳が 2,200 人(44.9％)、15～17 歳が 900 人(18.4％)であり、

14 歳までは徐々に増加していた。 

 障害の種類別にみた視覚障害の程度は、１級が 3,700 人(75.5％)を占め、３

級が 300 人(6.1％)、４級が 600 人(12.4％)、不明が 300 人(6.1％)であり、２・

５・６級は０人(０％)であり、１級がその大半を占めている。(視覚障害者の１

                                                  
2厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課,平成 18 年身体障害児・者実態調査結果,平成 20
年３月 24 日 
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級は両眼の視力の和が 0.01 以下のものである。) 

 
 ２)障害児教育と学校保健 
 特別支援学校は障害者が幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を

受けることと学習上または生活上の困難を克服して自立が図られることを目的

とした学校であり、盲学校、聾学校、養護学校であるものも含まれる。 
 視覚障害児を対象とした特別支援学校では障害の特性や程度に応じて、点字、

白杖の歩行訓練、拡大読書器の指導など自立へ向けた教育を行っている。また、

鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の国家試験受験資格が得られる専攻科理療科、

そして、あん摩マッサージ指圧師のみの受験資格を得る保健理療科などがある。 
 視覚障害、聴覚障害児を対象とした特別支援学校は通学が困難なために寄宿

舎が併設されていることがある。寄宿舎は学校と同じ敷地内にある場合が多く、

そこから通学している。寄宿舎では指導員がおり、生活指導、自治活動(校外体

験活動等)を通じて自立に向けた教育がされている。 
 特別支援学級では支援学校と同様に、弱視の視覚障害による学習上の困難を

軽減、解消し、学習活動に意欲的に参加して自立への基盤を育てている。拡大

文字教科書、拡大読書器、照明など個人に適切な教材、教具や学習環境を整え

て指導している。また、弱視レンズの使用、物を視覚にて認識する能力を高め

たり、視覚機能の維持に努めることなどの細やかな配慮を眼科学校医と協力し

て行っている。 
 視覚障害児への留意点としては、歩行等の妨げになる物を置かない、机の角

や突起物などにはカバーをするなど安全面に留意する、適切な採光を確保する、

ロッカーや必要な道具などには音や触覚を活用できるように工夫する。 
 特別支援学校や特別支援学級に対して眼科学校医は特別な配慮が必要である。

子どもたちの眼の状態を十分に把握してその対応を十分する必要がある。健康

診断には学校保健安全法で規定されている検査などが必要な場合が少なくなく、

視覚障害児に適切な事後措置をする必要がある。さらに眼科の専門家として、

眼科学校医として、障害児、保護者、学校関係者に対して健康教育など啓発活

動を積極的に行う必要がある。 
 
 ３)地域社会での支援体制 
 視覚障害児の視覚障害認定を受けている 75.5％が障害認定１級である3。１級

は両眼の視力の和が 0.01 以下のものである。視覚補助具の発達により、視力が

                                                  
3前掲実態調査結果 
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0.02 程度あれば普通文字の使用が可能となってきているが、視野異常など実際

の見えにくさを併せもつために、学習や日常生活に多くの困難を抱えている場

合が多い。 
 身体障害児の日中活動の場の状況では、未就学では自宅が 34.4％と最も多く、

次いで保育所が 32.8％、幼稚園が 16.4％である。就学中では、盲・聾・養護学

校が 54.5％と最も多く、次いで一般の学校の通常の学級が 28％、一般の学校の

特殊学級が 12.8％である4。 
 児童相談所等の利用状況では、病院・診療所が 85％で最も多く、次いで児童

相談所が 25.2％、福祉事務所が 24.9％である。児童福祉施設等の利用状況では、

通園施設が 15.6％で最も多く、次いで入所施設が 13.6％であり、利用方法では、

通所利用が 21.6％で最も多く、入所利用が８％、ショートステイが 7.6％であ

る5。 
 以上で明らかになっているが、眼科医が支援できることとしては、病院・診

療所での医療行為はもちろんのこと、医師会や眼科医会が連携して学校、児童

福祉施設への積極的な医療支援活動を行っていく必要がある。 
 
(５)耳鼻咽喉科に関わる障害児への対応と課題 

  地域社会の中で障害者の生活の保障は重要である。特に聴覚障害、言語障害は目

立たないため、十分な配慮に欠けることが多い。また気づかれないまま放置されることも

ある。 

  生下時から存在する聴覚障害は、二次的に言語発達に影響を及ぼす。言語発達が

低いレベルに留まることは、その後の聴覚障害児の就学・就労など、社会生活全般に広

い影響を与えるため、これを早期に察知して対策を講じることは聴覚障害児の福祉に寄

与する重要なポイントである。 

  人工内耳の発達により通常学級に入る機会が多くなった重度聴覚障害者は、一見、

通常児と相違ないが、実は細かい配慮が必要である。現在、本邦では、各学年あたり約

600 人から 700 人程度の難聴児が補聴器ないしは人工内耳を装用して在籍していると

される。補聴器や人工内耳を装用しているから通常児と同様と考えられていることが多

い。   

  また、身体障害者の指定を受けられない、軽度から中等度の難聴児も、言語発達に

大きな遅れが出てくることが報告されている。「人の声に反応し得る」軽度から中等度の

                                                  
4前掲実態調査結果 
5前掲実態調査結果 
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難聴児は、言語的なコミュニケーションが重要性を増すまでの幼児期には障害が顕在化

しにくい面があるので、知的に問題がなければ、「ことばが少し遅い子」として認識され、

難聴の発見が遅れることが少なくない上に、その後の措置に難渋することもまれではな

い。近年、難聴児の家族や耳鼻科医が、岡山県、秋田県、大阪市などをはじめとして各

地で地方行政に働きかけ、補装具装用への補助を獲得する試みが始まっている。難聴

児の両親が高価なためあきらめていた補聴器の装用が可能となる道が開けてきたのであ

る。教員の話を直接聞き取ることのできる FM 補聴器を用いることで、児童・生徒の授業

の聞き取りは格段に向上する。 

  一側性難聴児に関しても、今まで座席の位置の配慮がされている程度であったが、

実は騒音環境下では著明な語音聴取能力低下があり特別な配慮が必要であることがわ

かっている。周辺の騒音を最小限にする、健聴耳を考慮した座席配慮、誤解や混乱を

避けるために、視覚的手がかりの活用（教材、板書なども必要である）、そのためには十

分な明るさの確保、話し始める前に子どもの注意喚起、普通の速さと大きさで話し、理解

しやすいような休止を入れる、聴覚の管理と保護の徹底などである。聴覚障害者の周り

の者が、どのような配慮が必要であるのかは、学校保健が大切な教育の場となる。聴覚

障害者自身も自信をつけ社会に臨んでゆく大切なステップになると考えられる。 

  言語障害に関しては、周りが早く認識して、十分な指導を行わないと、社会の中での

健全なコミュニケーションがとれなくなる。多くの児童・生徒は、それほどの負担にならず

保障されていく傾向にあるが、放置されることによって、改善されないばかりか、いじめの

対象になることもある。また、内向的な性格を来し、健全な社会生活を送る妨げになって

しまうことにつながる可能性もある。また、近年社会問題にもなっている発達障害は必ず

コミュニケーション障害を伴う。乳幼児期に発症するコミュニケーション障害は必ず言語

発達に影響し、程度の差があったとしても言語発達遅滞を引き起こす。言語発達の遅れ

は知的能力や学習能力の発達にも影響が及び、知的障害や学習障害へ発展していく。

言語障害から発達障害の診断につながり、早期の特殊教育への介入が可能となることも

少なくない。 

このように、学校保健活動として行っている障害者への対応が、広く地域の人たちの

生活に貢献し、地域医療の一環を担っていくと考えられる。 

   学校生活および家庭や社会生活において聴覚と言語の果たす役割は極めて大切で

あり、体の成長とともにこれらの健全な発達は欠かせない事項である。耳鼻咽喉科医は

成長過程において、コミュニケーションの基礎となる、言葉の入力系である聴覚と出力系
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である音声・言語の問題に唯一深く携わる立場にある。コミュニケーション障害の評価・

指導を確実に行うことで、児童・生徒の健全な成長と、聴覚障害・言語障害に十分な配

慮のできる環境を目指している。 
 

６ 運動器の検診における地域の専門医のかかわり 

 

(１)はじめに 
 運動器検診における地域専門医のかかわりにおいて、学校保健における運動器

検診の啓発活動の基本は次の２つに大きく要約される。 
１)学校保健における運動器検診 
２)地域・スポーツ大会における運動器検診 
  (少年野球、少年サッカー、駅伝大会等) 

  現在の我が国の運動器検診は、運動器専門医が、地域専門医として都道府県の

大学を中心に深くかかわり、運動器検診のモデル事業を進めている。平成 17 
(2005)年度より、「運動器の 10 年」日本委員会によって、全国で 10 グループが

「学校における運動器検診体制の整備・充実モデル事業」に取り組んでいる。運

動器検診を実施した 10 地域のグループと作業部会は、表－１の通りである。 
 北海道、京都府、島根県、埼玉県グループでは、道府県医師会のバックアップ

と、運動器専門医との連携の上で運動器検診事業が進められてきている。徳島県

グループでは、地域スポーツ大会における運動器検診として、少年野球チームで

のスポーツ障害に、徳島大学医学部だけでなく全国の運動器専門医が協力してい

る。そして近年、宮崎大学医学部教授等が中心となり「子どもに笑顔を！少年野

球障害を防ごう！」の活動も開始され、全国都道府県の少年野球に関わる運動器

専門医が選出され、当該事業に参加しつつある。 
 地域スポーツとのかかわりを通じて、運動器検診も少しずつ全国に拡がりつつ

あり、運動器専門医の役割と活躍の場が増加するとともに、内科、小児科に限ら

ない他科の学校医との連携が運動器検診を進める上で重要な課題となっている。 
 

表－１ 

  ①北海道グループ 

④島根グループ 

⑦愛媛グループ 

⑩大分グループ 

②京都グループ 

⑤宮崎グループ 

⑧埼玉グループ 

  ⑪作業部会 

③徳島グループ 

⑥新潟グループ 

⑨熊本グループ 
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(２)学校・地域における運動器検診の重要性とその意義 
 (学校と地域医師会と勤務医との連携による運動器検診の普及活動) 

・発育期のスポーツ傷害の早期発見と予防とその治療 
・運動器機能不全及び肥満をはじめとする小児生活習慣病の早期発見とその予 
   防対策 

  学校運動器検診は、平成 17(2005)年度より「運動器の 10 年」日本委員会で「学

校における運動器検診体制の整備・充実モデル事業」として、日本各地の医師会

や大学の整形外科医が中心に協力して実施された。発育期の児童・生徒のスポー

ツ傷害や脊柱側弯症を中心とした運動器疾患や運動器機能不全の早期発見と予

防・治療に有用であり、アンケート(問診票)で食育状況の把握や運動器検診のチ

ェックで生活習慣病予備軍のある程度の把握は可能となる。 
学校保健において、学校医のみならず、全国各地域で医師会の医師と大学病院

の勤務医の専門医とが連携をとって、学校運動器検診の普及・啓発活動を行うこ

とは今後も重要である。 
今期の学校保健委員会では、運動器検診に係る「健康診断の改善、特に運動器

検診の整備・充実に関わるワーキング・グループ」を設置し、運動器検診の整備・

充実の必要性とその実現に向けて解決すべき課題と、地域医療の一環としての学

校保健活動のあり方と勤務医の参加に関わる検討を行っている。討議のまとめを

巻末に付す。 
 

(３)運動器検診の法的課題 
 脊柱側弯症検診胸郭部異常を中心とした、学校における定期健康診断の現状と

その課題については、武藤芳照等が既に報告しているように、その制度改革の必

要が指摘されている(図－１～図－４)。この制度改革案は、関係者によって、文部

科学省スポーツ・青少年局に要望されているが、脊柱側弯検診は当然のこと、学

校運動器検診が一層整備されるように、普及・啓発活動をさらに拡充するととも

に、学校運動器検診の全国への普及拡大のため、学校・地域における医師会・勤

務医との協力・連携事業の推進を続ける必要がある。 
 

 (４)学校・地域での運動器検診と健康教育のあり方 

 学校での児童・生徒の運動器検診を通じて、学校・地域での学童期とともに児童・

生徒の運動器傷害・運動器機能不全の予防治療の体制を構築しつつある。学校にお 
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図－１ 

 

 

図－２ 

 

 

図－３ 
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図－４ 

 
ける運動器検診と健康教育は、平成 20(2008)年度～21(2009)年度の日本医師会

学校保健委員会答申において既に報告した。 
学校の児童・生徒・保護者・教員のための健康教育は、地域の運動器専門医に

よる協力が必要である。各地域教育委員会、学校、学校医と地域専門医との連携

は、学校における児童・生徒の運動器疾患・障害の予防、治療体制の充実・整備

に重要である。 
 
(５)中学校保健体育での武道必修化に対する安全対策の確立 

中学校学習指導要領に武道が告示されたのは、昭和 33(1958)年である。柔道・

剣道・相撲の３種目が「格技」として運動領域に採用され、各学年いずれか１種

目を学校が選択し、指導は男子に限られ、女子はダンスや家庭科を履修していた。 
 平成元年に、「格技」に代わって「武道」の名称が使われるようになり、これに

伴い武道本来の礼法など伝統的な行動の仕方も重視され指導も行われるようにな

る。武道とダンスのいずれかが選択必修となり、女子も武道の履修が可能となっ

た。武道にあてられる履修時間は年間 12 時間前後である。 
 中学校保健体育科における武道必修化学習指導要領は、平成 20(2008)年３月に

告示され、平成 24(2012)年４月より完全実施となるが、武道を扱う中学校の教科

は保健体育科で体育分野(実技や理論)と保健分野(保健学習)からなり、各分野とも

保健体育担当教育の授業として学習指導する。武道は原則として柔道、剣道、相

撲等から一つを選ぶとされている。用具、興味・関心から柔道を選んでいる学校

が多く、剣道を指導している学校はまだ少ないと考えられる。 
 また、施設、設備などの関係や学校の事情で「空手」「合気道」「少林寺拳法」

「なぎなた」等を指導することも可能とされている。特に柔道では受け身がきち

んとできなければ、相手と組んで攻防の展開ができないが、身体のさばき方や身
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体を締めるなどもできなくなっており、生徒の運動器を中心としたけがも少なく

ない。 
 最近の学校運動検診で、運動器機能不全の児童・生徒が増加傾向にあることが

示されており、特に次の４点が危惧される。 
１)施設の整備 

２)指導者の確保 

３)備品、武道具、設備の充実 

４)医療安全体制の整備、対策 

 したがって、中学校武道必修化に当たっては、生徒の傷害に対する予防安全対

策が必要である。 
 指導者の確保も現状のところまだ困難と考えられるが、武道高段者の外部指導

者による教育指導も行われるようであるが、生徒たちの運動器を中心とした傷害

やその安全対策を考える上で、その実態調査を行った上でその予防対策を立案す

ることも必要である。 
 
(６)学校・地域での運動器検診の今後の大きな方向性 
 (運動器検診と小児生活習慣病予防の共通点、特に「運動習慣と食育と学習と休 

  息バランス」について) 

 平成 23(2011)年 10 月 29 日に静岡市で開催された第 42 回全国学校保健・学校

医大会第２分科会「からだ・こころ(２)」では、特筆すべきこととして、同大会

で初めて、脊柱検診・運動器検診・生活習慣病健診が同一の場で報告された。 
 運動器検診と生活習慣病予防の共通認識は学校保健における児童・生徒の運動

と食育が共通点であり、その上で睡眠(休養)のバランスが、児童・生徒の発育・

発達の上での健康教育の基本となる。生活する上での家庭・学校・社会での学習

能力を身に付ける基本でもある。 
今後の運動器検診の大きな課題は、生活習慣病予防と健全な体の発達の向上の

ためには食育(食生活)、睡眠(急速)と学習能力のバランスのとれた健康教育が必

要となり、今後の大きな方向性を示していると考える。 
また、運動器検診のチェック項目または留意点は、脳の発達障害、感覚器(耳鼻

科、眼科)領域の傷害も念頭に入れるべきと考える。運動器検診を遂行する上で、

大きな注意点であろう。 
 
(７)まとめ 
 学校における運動器検診は、平成 17(2005)年度より、各地域の医師会や大学病

院を中心とする地域、勤務医の整形外科によって、上記に掲げた各々の目標を持
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って実践され、現在なお各地域で展開されている。この活動こそが、「地域医療の

一環としての学校保健活動のあり方と勤務医の参加」そのものである。6 
 

７ 学校医の職務の範囲と報酬 

     

(１)学校医の職務 
 学校医の職務は、学校保健安全法の規定を実施するための学校保健安全法施行

規則第４章｢学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則｣において図－

５のように定められている。しかし、当該規定が学校医の職務を必ずしも明解に

規定しているとは言い難い。学校医が実際に活動に従事している「学校保健委員

会」や「健康教育」、「学校給食委員会」が、いずれの規定を根拠にしているのか

明らかではない。第 22 条十｢前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校にお 
 

【学校医の職務執行の準則】 

第二十二条 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。  

二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導 

   及び助言を行うこと。 

三 法第八条の健康相談に従事すること。 

四 法第九条の保健指導に従事すること。 

五 法第十三条の健康診断に従事すること。 

六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。 

七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに 

   学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。 

八 学校長の求めにより、救急処置に従事すること。 

九 市町村の教育委員会または学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康 

   診断または法第十五条第一項の健康診断に従事すること。 

十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専 

   門的事項に関する指導に従事すること。 

２ 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録

簿に記入して校長に提出するものとする。 

図－５ 

                                                  
6本項は以下を参考にした。 
①「学校における運動器検診体制の整備・充実モデル事業」報告書,平成 17 年～平成 22 年,②日

本医師会学校保健委員会,運動器検診と健康教育(整形外科的領域),平成 20 年度～21 年度作成,

③第 42 回全国学校保健・学校医大会(静岡)第２分科会「からだ・こころ(２)」脊柱検診・運動

器検診・生活習慣病健診,平成 23 年 10 月 29 日,④柴田輝明.学校保健と運動器検診―学校におけ

る健康教育について―P.1279～P.1299,小児科臨床(増刊号)現代の学校保健 2011 
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ける保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること｣に包摂されると

するならば、学校医の職務は際限がなくなってしまうこととなる。 
 
(２)学校医の報酬 
  公立学校における学校医の職務に対して、その報酬はどのように決められてい

るのだろうか。多くの自治体で、学校医の報酬について、「非常勤職員の報酬及び

費用弁償に関する条例」等を定め、学校医報酬額や支給方法を規定している。報

酬決定に際しては、「常勤の職員との均衡を考慮して」「予算の範囲内で」等、斟

酌されるべき事項が付記されるケースが見受けられる。 
  基本的に、学校医の報酬(年額)の算定は、基本額＋加算額×児童・生徒数で決 
定されている。しかし、基本額も加算額も自治体により異なり、また児童・生徒

数に教職員数を加味しているところもある。また特別支援学校では特別加算され

ていたり、内科医とその他診療科の学校医とで基本額に差をつけているところも

ある。また、支給方法も、年額が基準とされているとは限らないようである。さ

らに学校健康管理医(学校産業医)の問題もある。 
 公立学校における学校医は、法律上は、自治体の非常勤職員に位置付けられ、

報酬は学校設置者が支払うことになっている。しかし、その報酬の額および支給

方法は、上述のように、各自治体が各々条例で定めているのが実情であり、各様

である。 
 学校医報酬に係る財源措置として、国から市町村に地方交付税が交付されてい

るが、その際に用いられる積算根拠によって算出される報酬の額が、自治体から

実際に学校医に支払われる報酬の額を担保するものではない。多くの場合、地方

公共団体と地域の医師会とが交渉を行い、上記積算根拠を参考に決定されること

が多い。その場合、「学校医の職務」が明確でなければ、学校医報酬の額の合理性

は損なわれることとなる。 
 例えば、平成 21(2009)年に発生した新型インフルエンザの流行に際し、特別に

「地域学校保健委員会」を開催したり、学校で児童・生徒や父兄を対象に健康教

育の講演を行った事例においても然りだったが、学校保健上の緊急対応が求めら

れる場面で、学校医の職務と報酬の整合性が曖昧なまま、行政が、“学校医の善意”

に依存し遣り過ごしてきたことが多々あったが、このようなことが放置され続け

ると、次世代の学校保健に深刻な影響を及ぼしかねず、可及的速やかな対策が講

じられるべきである。 
 今後、勤務医の学校保健への参画を求めるに際して、学校医に係る報酬体系や

公立病院の医師への支払い方法等が改善・整備されない限り、「学校保健への勤務

医の参画」の円滑な推進は困難であると考えられる。 
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８ 医師会における学校保健推進のための組織体制のあり方 

 

(１)地域医療の手段としての学校保健 
 地域医療において、異なる役割を持った医療機関が行う地域医療はそれぞれ別

の意味を持っている。大規模病院が、地域支援病院として、24 時間、急性期医療

を担っていても、地域医療を全て支援することは困難である。医療行為は、医療

機関が自己の対応する対象者に提供されるときに最も効率よく機能する。特定機

能病院や救急病院、専門医療センターなどが、学校で行われる健康診査等に対応

するのは実際的ではなく、現実的に不可能である。 
 だれでも・いつでも・どこでも、希望する医療を受けられるようにすることが、

地域医療を整備するという意味であるならば、予防接種や各種健診と同じように、

地域医療整備には学校での保健活動も含まれるべきである。地域医療整備と学校

保健の所掌が、各々、厚生労働省と文部科学省に分かれていることが、概念の浸

透の妨げになっている可能性は否定できない。 
  今期の日本医師会長諮問「地域医療における学校保健」という考え方は、地域

医療が崩壊に瀕した地域にとって、学校保健が最後の砦となる意味を持っている。

各種医療機関が撤退した結果、医療過疎となってしまった地域でも、まだ学校が

存続している地域は非常に多い。そこで行われている学校保健は成長期の子ども

の保健活動として一層重要な意義を有していると言える。住民健診にしても、地

域の集会場としての学校の果たす役割は大きく、学校医が最後のよりどころとな

っている地域も少なくないのではないだろうか。医療崩壊に瀕した地域において、

特に、学校保健が地域医療のみならず地域保健において果たしている役割を直視

し、正しく評価する必要がある。 
 
(２)学校医の拡充 
  昨今、学校現場が直面する問題の深刻さから、「性」や「精神的問題」に係る専

門医派遣の要請が多くなってきている。日本医師会は、平成 15(2003)年に「各科

専門医の学校保健活動による実践研究事業」というモデル事業を実施し、専門医

を学校に派遣する事業を展開している。そもそも専門医派遣の主旨として、副次

的に学校現場の対応能力向上が期待されるが、学校自身の対応能力の涵養はなか

なか容易ではない。 
  従前より学校医は、内科・眼科・耳鼻咽喉科の医師が従事することが多かった。

しかし、前述のように、学校保健現場が直面する問題の多様化・複雑化を受け、

専門医を学校に派遣する日本医師会のモデル事業の一層の推進を求める声が大き



 31

くなってきた。そこで、日本医師会が、文部科学省スポーツ・青少年局に対して

「学校・地域保健連携推進事業」の拡充を要望した結果、平成 20(2008)年度より、

国庫補助による文部科学省委託事業として「子どもを守る地域専門家総合連携事

業」が事業化され、精神科、産婦人科、整形外科、皮膚科など各診療科の医師を

学校に派遣する事業が実施されるようになった。これは、各地で相応の効果をあ

げたものの、平成 21(2009)年 11 月の政府行政刷新会議における「事業仕分け」

にて、“国の事業として実施しない。廃止すべき”との評価を受け、平成 23(2011)
年度末で廃止となった。 
 しかし、文部科学省は、平成 24(2012)年度予算において、当該事業をより発展

させた「学校保健課題解決支援事業」を要望しており、学校、家庭、地域医療機

関等を中心に、地域レベルの組織体制を強化することで学校保健の充実を図って

いる。 
 これらの事業において、勤務医が活躍している事例を踏まえれば、学校保健に

おける勤務医の参画の重要性が浮かび上がってくる。 
 
(３)医師会として行う学校保健活性化の方策 
  日本医師会、都道府県医師会、地域医師会として、学校保健の取り組みは長い

間行われてきており、また、学校保健充実を目的とする医会・学会も少なくない。

学校保健の取り組みは、一面で、学校医個々人の熱意・理解が推進力となってい

る面がある。その熱意は、学校医活動の濃淡、充当できる時間の長短など様々な

形で表現されるが、学校保健に対する国民理解の鍵として、その濃淡よりも時間

の長短が優先されているなら、それは由々しき問題である。 
 自分の子どもたちが通う学校の学校医の名前や顔を知らない保護者が多くなっ

ているとのエピソードは、限られた時間の中で学校保健活動に一生懸命従事して

いる学校医の実態を正確に映し出しているとは言えない。そのことは、学校医や

医師会のみならず、学校自身、行政各々の学校保健への取り組み方や姿勢を問う

ているのではないだろうか。その充実と活性化のためには、まず、医師会が学校

保健活動を活性化させる努力をしなければならない。 
  地域の医師会にとって、学校保健は最大の課題であることに変わりはない。ICT
の発達とともに情報収集の機会は飛躍的に増大し、細分化された各種講習会・研

修会の数は増加しているが、多忙な医師、特に勤務医に対し、激務の時間を縫っ

て、医師会が主催する学校医研修会、講習会に参加する動機づけを如何にするか

ということを、医師会がその価値と意味を客観的に把握した上で推進することは

重要である。 
  多くの都道府県医師会や地区医師会は、地域保健の要とも言える学校保健活動
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への、会員の参加や意識向上の必要性を大いに感じており、一人でも多くの会員

が、より積極的に学校保健に参加あるいは参画できるようにするために、様々な

方策を検討している。学校保健に対する取り組みが進んでいる医師会での事業を

見学したり、医師会主催の各種研修会を実際に受講したりすることも一策であろ

う。それらに加え、学校健診の実際を見学することは、学校という同じ条件での

健診であり、大いに参考になると思われる。 
  また、各種レベルでの事例発表による情報共有が重要であるが、より速い情報

の伝達と共有には、小規模な分科会形式の勉強会などが効果的である。特に、各

科で行われる勉強会に学校保健担当理事が出席し問題点を示すのは有効と考えら

れる。この場合でも、担当理事がどの程度の時間を充てることができるかが重要

な要素となる。 
 情報の収集と共有は小中高校・各科ごとに行う必要がある。共通部分も多いと

はいえ、実際の状況はアンケート調査で把握することが困難なこともあり、直接

聞く必要がある。アンケート調査や事例発表が、医師会の学校保健活動の推進に

どのように役立てられているか、常に検証する必要がある。 
 
(４)行政への働きかけ 
  医師会の各会員に対する働きかけとともに、各地域の行政組織・教育委員会へ

の参加、情報収集をどのように行っているかを把握する必要もある。地域の学校

保健の推進において、医師会と各団体との信頼関係や理念、ビジョンの共有の程

度を把握することは極めて重要である。アンケート調査は、調査項目を吟味する

ことで、これらの組織との本来業務における意思疎通や信頼関係の濃淡を浮き彫

りにすることができる。養護教諭との関係では、健診の打ち合わせに終始しない

関係の構築を目標設定しアンケート項目を設定することも重要である。これらを

推進するための懇親や実務者協議の充実の程度の把握も重要である。 
 地域における学校保健のあり方について、関係団体が深いレベルで意識を共有

することが、財政的な理解を求める上でも極めて重要である。特に、学校保健に

ついては厚生労働省ではなく文部科学省が所掌していることを十分に意識する必

要がある。 
 
(５)日本医師会として 
  東日本大震災に係る東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質漏出

が、学校における差別問題などの深刻な社会問題を惹起した際、日本医師会は、



文部科学省に対して、学校における放射線に係る健康教育の重要性を強く訴えた7

（図一6）。

日本医師会が考える重要施策

1．子どもを放射線被ばくから守る（次世代の命を守る施策）
・福島県内外のホットスポットヘの対応（定期的なモニタリングと諸施策）も重要。

・低線量の長期被ばくが及ぼすリスクに関する研究への早期の取り組み（研究データ

の適宜開示）。

・空間放射線量による外部被ばくのみを基準とするのではなく、飲食物など内部被ば

くによる放射線量も算入した積算基準（校庭・園庭に限らない生活全般を通しての被

ばく線量基準）の設定が不可欠。

2．検診（学齢期以降も含む）と補償（安心の醸成のための施策）
・上記の適用範囲の児童生徒につき、学齢期は当然のことながら、成人後も継続的な

検診を行うべき（学齢期は学校健診に甲状腺や内分泌疾患の検査を加えることも検

討し、以降は悪性新生物等の検査項目も含める）。

・検診項目は、現状行われている検診プラスαではなく、「原子爆弾被爆者に対する

援護に関する法律』に規定される広島・長崎の原爆被ばく者検診等を参考に、今般

の福島第一原発事故の特殊性に基づく検査項目を新たに設定すべき。

・医療補償に係る必要な施策（立法措置等）を急ぐべき。

3．健康教育の実施（子どもの健やかな成長のための施策）
・「子どもを守る地域専門家総合連携事業』のフレームワークを活用し、放射線と健康

影響のテーマを語れる医師（放射線専門医等）を全国の学校に派遣し、放射線と健

康影響について正確な教育を施す。

・放射線と健康影響に関する学校医等への研修の充実を図り、学校医等による健康

教育を推進する。

→意図せず被ばくした児童・生徒の不安を払拭し、健全で自立的な発育を促す
（精神科医等も）。

→意図せず被ばくした児童・生徒に対する『被ばく差別』をなくす（喫緊の課題）。

4．復興構想会議による「復興への提言』との有機的な連携と実践

・上記の施策は単独でなされるべきものではなく、政府の施策の中で体系的に位置付

けられ実践されるべき。

図一68

7平成23（2011）年7月6日、文部科学省において、「福島県内で一定の放射線量が計測された学
校等に通う児童生徒の日常生活等に関する専門家からのヒアリング（第3回）」が開催され、日本

医師会より学校保健担当常任理事が出席し、学校での健康教育の実施等の重要施策を提言した。
8提言は、文部科学省の以下のサイトに掲載されている。http：／／wwwmext．gojp／b＿menu／shingi
／chousa／sports／011／shiryo／＿icsFiles／afieldfile／2011／07／08〆1308087＿2・pdf

33



 34

 
 その提言は、平成 23(2011)年 10 月 28 日、静岡市において、学校医等を対象

とした「放射線に関する研修会」の開催(文部科学省主催、日本医師会共催)とし

て結実している。 
 今期はまた、文部科学省が、学校における感染症の発生予防とまん延防止の強

化を図るために、教職員や医療関係者を対象とした各種感染症の指導参考資料を

作成・配付することとなり、「学校において予防すべき感染症の指導参考資料の作

成協力者会議」が設置された際には、日本医師会より学校保健担当常任理事が参

加し、学校保健安全法施行規則の規定改訂にも大いに貢献している。 
 これらの事実は、我が国の学校保健における日本医師会の責務の一例を示して

いると同時に、関係省庁が日本医師会に寄せる期待を如実に物語っている。 
 一方、別の責務として、学校医への研修機会の提供がある。日本医師会は、毎

年、全国学校保健・学校医大会を主催しており、平成 23 年に静岡市で開催され

た大会は 42 回目を数えている。近年、参加会員は増加し、演題も時宜に適った

テーマも含め増加傾向にある。分科会での演題発表の機会が遍く門戸開放される

ことが、各地域における学校保健現場の充実に直結し、その積み重ねが、我が国

の学校保健水準の底上げに繋がっており、そのことは、同大会が果たしている役

割と責任を物語っている。そして、学校保健が様々な事象と関連を持つことから、

全国学校保健・学校医大会のみならず、各地区・ブロックにおける学校医大会・

研修会での特別講演が、学校保健推進上の大きなヒントにもなっていることは意

義がある。 
  また、日本医師会が主催する学校保健講習会は、毎年、演題・演者選定に日本

医師会学校保健委員会が相当の労力を費やし、時宜に適った講習会を開催してい

る。平成 23(2011)年度は、特別講演として、東日本大震災に起因する東京電力福

島第一原子力発電所事故に係るリスクコミュニケーションをとりあげ、そして、

学校感染症に関するシンポジウムを開催している。 
 これらの大会や講習会の礎として、日常的に文部科学省を始めとする関係省庁

との折衝や政策提言の充実が不可欠であることは、論を俟たない。 
 
(６)日本医師会学校保健委員会 
  日本医師会の会内委員会として日本医師会学校保健委員会がある。委員は、各

ブロック医師会からの推薦、眼科・耳鼻咽喉科・産科・精神科・整形外科・皮膚

科などの医会・学会推薦、大学教授などの学識経験者となっている。学校保健の

充実に資するという関係者の意識の表れである。 
 当委員会が、日本医師会における学校保健に関する唯一の会内委員会として、
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学校保健政策や行政への学校保健現場の声を反映する場となっている。会長諮問

に対する議論に多くの時間を充てているが、例えば、ワーキング・グループを設

けるなどして、学校教育現場における医療を話し合う時間を確保すること等が、

今後の課題といえよう。 
 学校保健は、それぞれの地域社会とのかかわりが強く、学校医には大きな責任

を伴い、そして時間も拘束されることから、多忙な勤務医に学校医として学校保

健に参画してもらうことは容易ではない。しかし、学校保健が地域保健の要であ

り続ける以上、勤務医の参画は不可欠であり、それを推進するために、日本医師

会学校保健委員会が、地域の学校保健の現状を踏まえ、関係省庁への政策立案や

各種施策において重要な役割を果たさなければならない。 
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Ⅴ 勤務医に知っておいてほしい学校保健の知識と技能 

 

１ 勤務医が学校保健にふれる機会 

 

  勤務医が学校保健に関わるということは、勤務医が「地域に根ざしていく」一

つのあり方であると考える。勤務医が地域医療に携わる医師として、地域医療の

大事な分野の一つである「学校保健」に関わることは、所属する医療機関で単に

自分の専門分野の診療を行うだけでなくその地域の医師としての任務・責務であ

ろう。そのためには、地域医療の根幹をなす各地区の郡市・都道府県医師会だけ

でなく特に日本医師会が、各専門分野をとりまとめている学会に「学校保健・学

校医としての活動」の意義を説き、関心を高めるよう積極的に働きかけることが

必須である。  
  具体的には、各専門学会の研修講演・シンポジウムで各専門分野の学校保健に

関する内容を取り扱うよう、日本医師会の学校保健委員会を中心に各専門学会に

働きかけることで、学会に所属する専門医(勤務医)に学校保健を理解する機会が

増えると予想される。 
  特に、日本医師会の学校保健委員会の取り組みが十分理解されれば、各専門学

会で関心のある役員を中心にアクションが起こされるであろう。特に法人形態を

「公益法人」にした学会であれば、学校保健活動に対して学会として対応すべき

ではないだろうか。 
 整形外科を例に挙げると、日本整形外科学会はいち早く公益法人化を行ったが、

昨今学校健診の場で問題が起きている側弯症に関して、日本整形外科学会の関連

学会である日本側弯症学会(第 46 回会長：宇野耕吉先生(国立病院機構神戸医療

センター整形外科))では、その広報委員会内に「学校保健部会(仮称)」を立ち上

げることになり、学校保健における脊柱変形の問題を検討することになった。 
  また、これまで研究・啓発活動を行ってきた「学校における運動器検診」につ

いても、平成 22(2010)年度では日本整形外科学会総会で『「運動器検診体制」の

現状と未来』と題し７名の演者によるシンポジウム(座長：武藤芳照先生・田辺秀

樹先生)が開催され、また平成 23(2011)年度では日本小児整形外科学会で「成長

期運動器検診の現況と課題」について６名の演者によるパネルディスカッション

(座長：内尾祐司先生・帖佐悦男先生)が行われた。何れも開業医だけでなく多く

の勤務医が参加し、活発な意見交換がなされている。 
  整形外科分野では、専門医を修得する必須分野である「小児整形外科」の研修

施設の不足や小児整形外科を専門・得意とする整形外科医の減少が問題視されて

久しいが、前述のように現在法的義務のある「側弯症検診」や今後の運動器検診
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普及に対して、内科・小児科医が中心となっている学校医へ整形外科医、特に専

門医としての勤務医が支援する状況が広がってきているのと同時に、整形外科勤

務医の学校保健に対する関心も次第に多くなっているように思われる。 
  整形外科を一例に挙げたが、こうした勤務医のもつ「専門性」を学校保健に活

用する、すなわち、「勤務医」と「学校保健にかかわっている関係者」との「連携」

の場を構築していくにはさらに各分野での努力がなされなければならない。 
  他にも、既に行われている、心臓疾患・腎臓疾患・生活習慣病・耳鼻科疾患・

眼科疾患・皮膚科疾患などに対しての検診について、あるいは各学校の「かかり

つけ医」の立場である学校医(一般臨床医)・教育関係者・保護者・児童・生徒に

対する各専門分野や疾患(精神科疾患や婦人科疾患＝性の問題も含む)の啓発・教

育活動、各種感染症(特に学校感染症)対策への専門家としての助言活動をより価

値のあるものにするため、地域性を熟知した専門医と学校医・学校関係者との「連

携」は必須であろう。 

  しかし、平成 22(2010)年度に茨城県取手市医師会会員(平成 23(2011)年 12 月

末現在会員数 194 名)を対象に行ったアンケート調査の結果でも、「学校医活動に

関心があり参加したくてもどうすればよいのかわからない」という回答が会員か

ら多く寄せられた一方、「勤務時間外で学校医として活動するための勤務先との調

整ができないと学校保健活動の参加が難しい」という勤務医の意見も寄せられた。 
  前述の連携構築にあたっては、日本医師会だけでなく各地区医師会が中心とな

って勤務医が学校保健にかかわれるような「機会」を準備・提供していかなけれ

ばならないし、また学校保健活動に参加する勤務医に対する報酬の検討、勤務医

が勤務している医療機関へも、各医師会は各自治体の教育委員会とともに学校保

健活動に理解を得られるよう、積極的に調整・協議していかなければ、学校保健

活動に勤務医を参加させることは困難であろう。現在、学校の現場では様々な問

題が起きている。これからの日本の社会を担っていく子どもたちのために、医師

会が中心となって勤務医・開業医が分け隔てなく「医師」として積極的に活動で

きるような社会づくりを目指すべきである。 
 

２ 医師の生涯研修における学校保健 

 

 勤務医が、直接学校医として活動することは少ないが、学校保健へ協力する立

場になる可能性も増えつつある。そのため、医師の生涯研修において学校保健に

ついて理解することは必要である。ここでは、学齢期男女の正常の発育、学齢期

に起こりやすい疾患とその対策の存在・動向などを示し、学校保健安全法におけ

る学校医および学校専門協力医の立場や意義について、自身で理解するために必
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要な項目や検索の一助となる情報を中心に解説する。 
 
(１)学齢期の男女別・年齢別発育の変化および健康状態への理解 
 ５～17 歳までの男女別・年齢別の身長、体重の平均値および年次推移は、診療

上必要時に、文部科学省学校保健統計調査報告で調べることができる。すなわち、

発育状況の平均値(表－２、表－３)は、成長・発育に関連したイベントが生じた

際に、各診療科で専門的な診療をする上で、必要なデータである(年齢は、各年４

月１日現在の満年齢)。 
 平成 22 年度までの身長・体重の年次推移の概要としては、身長は男女ともに

各年齢で、この 10 年間は横ばいである。親世代との比較では、より早い年齢で

発育増加がみられ、最終的な身長は高くなっている。体重も、親世代よりも早い

年齢で発育増加がみられ、最終体重は重くなっている。しかし、各年齢の体重で

は男女ともにこの 10 年間は横ばいか、むしろ女子ではやや減少傾向がみられ、

スリム化している。 
 ＜専門領域における利用：産婦人科における例＞ 

 小学校低学年女子の性器出血などは、外傷、腟内異物挿入、ホルモン剤の

誤服用なども考慮すべきであるが、思春期早発(10 歳未満で初経開始)を念頭

においた診察は大切である。これらの診断には、発育の状況が参考となる。 
 

表－２ 年齢別 身長の平均値(cm) 9 表－３ 年齢別 体重の平均値(kg) 10 

平成22年度
Ａ

平成21年度 昭和55年度
B（親の世代）

差
Ａ－Ｂ

幼稚園 5歳 110.7 110.7 110.3 0.4

6歳 116.7 116.7 115.8 0.9
7歳 122.5 122.6 121.4 1.1
8歳 128.2 128.3 126.9 1.3
9歳 133.5 133.6 132.0 1.5

10歳 138.8 138.9 137.3 1.5
11歳 145.0 145.1 142.9 2.1

12歳 152.4 152.5 149.8 2.6
13歳 159.7 159.7 156.9 2.8
14歳 165.1 165.2 163.6 1.5

15歳 168.2 168.5 167.0 1.2
16歳 169.9 169.9 168.9 1.0
17歳 170.7 170.8 169.7 1.0

幼稚園 5歳 109.8 109.9 109.4 0.4

6歳 115.8 115.8 114.9 0.9
7歳 121.7 121.7 120.6 1.1
8歳 127.4 127.5 126.2 1.2
9歳 133.5 133.5 131.9 1.6

10歳 140.2 140.3 138.3 1.9
11歳 146.8 146.9 144.9 1.9

12歳 151.9 151.9 150.6 1.3
13歳 155.0 154.9 154.0 1.0
14歳 156.5 156.7 156.0 0.5

15歳 157.1 157.3 156.6 0.5
16歳 157.7 157.7 156.9 0.8
17歳 158.0 157.9 157.0 1.0

区    分

中学校

高
等

 
学
校

男

女

小
学
校

中
学
校

高
等

 
学
校

小学校

 

平成22年度
Ａ

平成21年度 昭和55年度
B（親の世代）

差
Ａ－Ｂ

幼稚園 5歳 19.0 19.0 19.0 0.0

6歳 21.4 21.5 20.8 0.6
7歳 24.0 24.1 23.2 0.8
8歳 27.2 27.2 26.0 1.2
9歳 30.5 30.6 28.9 1.6

10歳 34.1 34.2 32.4 1.7
11歳 38.4 38.4 36.2 2.2

12歳 44.1 44.2 41.4 2.7
13歳 49.2 49.1 46.7 2.5
14歳 54.4 54.3 52.4 2.0

15歳 59.5 59.5 56.9 2.6
16歳 61.5 61.3 59.2 2.3
17歳 63.1 63.1 60.6 2.5

幼稚園 5歳 18.6 18.6 18.5 0.1

6歳 21.0 21.0 20.3 0.7
7歳 23.5 23.5 22.6 0.9
8歳 26.5 26.5 25.5 1.0
9歳 30.0 30.0 28.5 1.5

10歳 34.1 34.1 32.6 1.5
11歳 39.0 39.0 37.3 1.7

12歳 43.8 43.8 42.6 1.2
13歳 47.3 47.3 46.5 0.8
14歳 50.0 50.2 49.6 0.4

15歳 51.6 51.6 51.4 0.2
16歳 52.7 52.8 52.2 0.5
17歳 52.9 52.9 52.1 0.8

女

小学校

中学校

高
等

 
学
校

区    分

男

小
学
校

中
学
校

高
等

 
学
校

                                                  
9学校保健統計調査-平成 22 年度結果の概要資料より一部修正転載。 
10学校保健統計調査-平成 22 年度結果の概要資料より一部修正転載。 
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 出生時の状況、小児期から現在までの成長の状況を平均値と比較し、特に身

長・体重などの発育が極めて速い場合はより性成熟も早いと考えられる。ま

た、思春期後半で極端な体重減少や体重増加などによって、初経が発来しな

いあるいは、月経が停止する原発・続発無月経では、標準となる身長・体重

の平均値や年齢別推移を知ることが治療やカウンセリングに極めて有用であ

る。 
 
(２)主要項目(疾患)の被患率の年齢別、年次別推移と動向についての理解 
 学齢期において罹患しやすい、あるいは起こしやすい機能異常として、裸眼視

力 1.0 未満、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽頭疾患・異常、う歯、心電図異常、

尿タンパク検出、寄生虫卵保有、ぜん息について、年齢別(あるいは区分別：幼稚

園、小学校、中学校、高等学校)、年次別でまとめられている(表－４)11 。被患率

の高いものは、う歯(どの区分：幼稚園、小学校、中学校、高等学校でも約 50％
に見られる)と裸眼視力 1.0 未満(幼稚園で約 1/4、中学・高等学校で 50％以上)

である。 

 10 年前に比較して、各年齢で明らかに減少しているものは、発生頻度の低いも 

 

表－４ 主な疾病・異常等の推移総括表(%) 12 
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.
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平成12年度 28.69 1.90 3.29 3.06 64.43 ・・・ 0.42 0.75 1.33

平成18年度 24.07 2.93 3.40 1.96 55.20 ・・・ 0.54 0.17 2.36

平成19年度 26.21 2.57 3.68 2.37 53.70 ・・・ 0.68 0.15 2.23

平成20年度 28.93 2.80 3.78 1.74 50.25 ・・・ 0.49 0.12 2.65

平成21年度 24.87 2.91 3.98 1.96 46.50 ・・・ 0.62 0.15 2.15

平成22年度 26.43 3.34 3.39 1.86 46.07 ・・・ 1.01 0.09 2.74

平成12年度 25.33 4.12 11.28 2.17 77.87 2.08 0.63 1.44 2.45

平成18年度 28.36 4.87 11.94 1.93 67.80 2.32 0.67 0.47 3.74

平成19年度 28.07 5.13 11.99 1.83 65.47 2.49 0.66 0.41 3.91

平成20年度 29.87 5.23 11.86 1.75 63.79 2.67 0.69 0.33 3.89

平成21年度 29.71 5.47 12.57 1.63 61.79 2.51 0.81 0.30 3.99

平成22年度 29.91 5.43 11.66 1.52 59.63 2.48 0.75 0.27 4.19

平成12年度 49.99 2.50 9.42 1.01 76.85 3.11 1.99 ・・・ 1.81

平成18年度 50.13 3.13 10.67 1.07 59.66 3.34 2.27 ・・・ 2.95

平成19年度 51.17 3.33 11.14 1.00 58.06 3.24 2.41 ・・・ 3.08

平成20年度 52.60 3.55 10.82 1.10 56.00 3.45 2.49 ・・・ 3.00

平成21年度 52.54 3.35 10.83 0.81 52.88 3.28 2.46 ・・・ 2.96

平成22年度 52.73 3.56 10.67 0.82 50.60 3.36 2.61 ・・・ 3.02

平成12年度 62.45 1.17 7.10 0.79 85.03 2.85 1.81 ・・・ 1.32

平成18年度 58.65 1.67 8.18 0.74 70.06 3.51 2.43 ・・・ 1.71

平成19年度 55.41 1.72 8.43 0.55 68.48 3.23 2.49 ・・・ 1.80

平成20年度 57.98 2.02 8.81 0.59 65.48 3.10 2.82 ・・・ 1.82

平成21年度 59.37 2.01 9.61 0.68 62.18 3.33 2.88 ・・・ 1.88

平成22年度 55.64 1.61 8.45 0.58 59.95 3.16 2.84 ・・・ 2.08

中
学
校

高
等
学
校

区分

幼
稚
園

小
学
校

 

                                                  
11 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/kekka/k_detail/1303380.htm 
12 前掲 URL 掲載資料を修正転載。心電図異常については、６歳、12 歳、15 歳のみ、寄生虫卵 

保有者については、５歳から８歳のみ実施している。 
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ので口腔咽頭疾患・異常、寄生虫卵保有(幼稚園、小学校のみ)、発生頻度の高い 

ものでは、う歯がある。これらについては、この領域での取り組みがよく行われ

ていると考える。一方、小学校、中学校の視力 1.0 未満は、増加している。また、

ぜん息は、６歳の 4.71％が最も高く、年齢が進むにつれて減少しているものの、

10 年前と比較しても増加しており、さらにこの５年間でも徐々に増加している。

小児ぜんそくの増加に対してさらなる対策が急がれる。 

 
(３)予防法、診断と治療 
 各専門診療科の学会、医会の中で、あるいは文部科学省、厚生労働省における

疾病対策委員会などの中で、学齢期の各種疾患の予防法、診断と治療についての

指針や報告がなされている。以下を参考にされたい。 
【アレルギー関連】 
リウマチ・アレルギー対策委員会報告書(平成 23(2011)年８月厚生科学審議会

疾部会リウマチ・アレルギー対策委員会)年齢別のアレルギー疾患の統計概要等

の記述を含む13。  

学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン(財団法人日本学校保健

会)、(監修：文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課)疾患各論として、

気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、食物アレルギー・ア

ナフィラキシー、アレルギー性鼻炎を含む。 

【感染症関連】 
 新型インフルエンザ対策に関する文部科学省行動計画(平成 21(2009)年２月 26 

  日改定)。文部科学省新型インフルエンザ対策本部14  

【整形外科関連】 
  「学校の運動器疾患・障害に対する取り組みの手引き」(監修「運動器の 10 年」 

  日本委員会、製作・頒布財団法人日本学校保健会他) 

 
(４)各科学会・医会などの学校保健への取り組み 
【皮膚科関連】 
日本皮膚科学会、日本臨床皮膚科医会、日本小児皮膚科学会などの教育講演、

セミナー、シンポジウムなどで、毎年、学校保健が取り上げられており、皮膚

科学会認定専門医を目指す若手医師も聴講している現状がある。講演内容など

は学会雑誌に論文掲載されている。 
【眼科関連】 
                                                  
13 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001nes4-att/2r9852000001newa.pdf 
14 http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/1247232_001.pdf 
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 日本眼科医会では毎年日本の眼科領域では最も大きい学会である日本臨床眼科 

  学会に、学校保健の啓発目的の講演が組まれている。   

 また、日本臨床眼科学会では、インストラクションコースと学校保健教育セミ 

  ナーを行っている。その他、日本弱視斜視学会、日本小児眼科学会などで、眼 

  科学校医としての情報、役割などについて、シンポジウムなどが組まれ学会雑 

  誌に論文掲載されている。 

【耳鼻咽喉科関連】 
 日本耳鼻咽喉科学会では毎年１回、学校保健全国代表者会議ならびに研修会を 
 ２日にわたり行い、問題となる課題に関し、協議、研修を行っている。その結 
 果は小冊子、「耳鼻咽喉科学校保健の動向」として毎年発刊されている。また学 
 会主催の専門医講習会が年に２回行われるが、そのなかでも学校保健に関する 
 シンポジウムが組まれている。ここでは、勤務医を含む専門医のみならず、専 
 門医を目指す若手医師も参加している。 
【産婦人科関連】 
 産婦人科では、専門学会の中に学校保健の啓発や学校医のための教育講演を毎 
 年行う、あるいは学会認定専門医制度の中での学校保健関連の単位取得などの 
 制度はない。一方で、不定期ではあるが、近年、日本産科婦人科学会雑誌に生 
 涯研修として、学校保健、小児保健の教育的な論文が掲載されている〔小児・ 
 思春期婦人科(小児・思春期学校保健)。日本産科婦人科学会雑誌 61: N643--56, 
 2009〕。 
 なお、学校医に協力し、学校現場で児童・生徒や教職員、父母に性教育指導を 
 行う機会も増えつつあり、日本産婦人科医会では、思春期の性教育に対する標 
 準的な講演スライド「思春期ってなんだろう？性ってなんだろう？」を作成し 
 ており、ホームページからダウンロードできる15 。 
 また、これらの性教育の指導のために、日本産婦人科医会性教育指導セミナー 

 全国大会を毎年１回日本の各都道府県担当で行っており、平成 23(2011)年度で 

 第 34 回を終えた。このセミナーの内容は日本産婦人科医会のホームページに 

 掲載されており、集録集も頒布されている。内容は、若年女性の性行動、妊娠・ 

 出産・人工妊娠中絶・避妊、月経異常、性感染症、性犯罪被害者への対応、性 

 暴力・ＤＶなどの現状、対策、予防、指導の仕方など多様であり、産婦人科医 

 のみならず、コメディカル、地域の支援者、教職員、警察、法学者などを巻き 

 込んで、活動をしている。 

 

                                                  
15 http://www.jaog.or.jp/diagram/notes/ppt_201103.ppt 
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【整形外科関連】 
  IV ６ 運動器の検診における地域の専門医のかかわり 参照 
【精神科関連】 
 児童青年精神医学会の中に児童精神科医や関連するコメディカルの教育のため 
 の委員会があり、そこでは地域の関連諸機関との連携についても検討したり、 
 学会でセミナーを行ったりしている。学校精神保健もこれらのセミナーのテー 
 マに含まれている16。 
 しかし、児童精神科医は常に学校保健に注目しているものの、組織的な学校医 
 や学校との連携や交流はあまりないというのが現状である。 
【歯科領域関連】 
 社団法人日本学校歯科医会より学校歯科医生涯研修制度の概要17  
 
(５)学校環境、安全 
【学校環境衛生管理関連】 
 文部科学省［改訂版］学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理 
 論と実践18   
【学校安全関連】 
学校の安全管理の取組状況に関する調査(平成 19(2007)年度実績)文部科学省ス  

ポーツ・青少年局学校健康教育課19 

学校施設における事故防止の留意点について(平成 21(2009)年３月)文部科学

省大臣官房文教施設企画部20  
 
(６)学校保健の構造と学校医の役割 
 勤務医に知っておいてもらいたい知識として、行政制度、組織と運営を図－７ 

に示す。学校保健は保健教育と保健管理の二つの大きな領域に、保健組織活動が

加わった構造を図－８に示す。 
 このうち、保健管理については、表－５にさらに詳しく示す。学校保健に携わ

るものは、学校長を代表に、保健主事(教諭に限らず養護教諭も充てられる)、学

級担任、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、養護教諭、栄養教諭、その他として、

相談員（臨床心理士）などであるが、近年は、より専門性の高い学校協力医（精

神科医、整形外科医、皮膚科医、産婦人科医、泌尿器科医など）も加わって構成

                                                  
16 http://child-adolesc.jp/committee/kyouiku.html 
17 http://www.nichigakushi.or.jp/syougaikensyu.html 
18 http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1292482.htm 
19 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/01/20/1267499_1.pdf 
20 http://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/jikoboushizentai.pdf 
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される。  

 

図－７ 行政制度、組織と運営 

 

図－８ 学校保健の領域と構造 

表－５ 保健管理 

 

表－６ 学校医の職務 
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  表－６に学校医の職務をまとめる。近年、学校保健をめぐる諸情勢は変化してき

ている。少子化・家族の変化、こころの健康問題、学級崩壊や不登校やいじめの

問題、喫煙、飲酒、薬物乱用、疾病構造の変化、食習慣や生活習慣病とその予防、

アレルギー性疾患、学校感染症についての新たな対応や予防接種の諸問題に配慮

するほか、ヘルスプロモーションの理念と健康教育（性教育、性的自己管理など

はここに属する）を重視している。そのため、生涯保健の立場から見た地域保健

活動や専門性の高い診療科や勤務医との連携を強めることは大切である。 
 

３ 勤務医への学校保健に関する広報・情報伝達 

 

  現代の、多様化する学校における健康課題に適切に対応するためには、地域の

勤務医をはじめとする幅広い領域の専門家の学校保健への参画が必要である。勤

務医が学校医になっていたり、二次以降の検診や診断、治療に関わっている事例

はあるが、多くの地域では勤務医と学校保健の接点は乏しいのが現状である。勤

務医への学校保健に関する広報・情報伝達の手段を検討することは、地域医療の

活性化という観点からも重要である。 
 
(１)学校現場 学校医の役割 
 学校内における保健管理、保健教育の遂行上に生じるさまざまな課題を抽出し

て議論する場として、学校保健委員会の果たす役割は大きい。学校保健委員会で

は、学校保健の健康課題をテーマとして、教職員、保護者、学校医による意見交

換の場が提供されているが、専門的な立場からの講話・講演などの啓発活動も重

要であり、地域の勤務医や専門医の参加が望まれる。その際に、学校医が学校と

勤務医の橋渡し役を担うことが期待される。学校保健委員会への参加は、勤務医

に学校保健の現状を伝える効果的な手段であるが、多くの地域では勤務医が不足

し、過重労働を課せられている状況にあり、検診も含め、各学校へ赴くことは現

実的には難しい。 
 
(２)地区医師会の役割と各診療科の病診連携の活用 
  地域の勤務医が個々の学校の保健活動に参加することが容易でない現状では、

地域単位での参加を推進する方法を模索することも必要である。近年は各地域で

の基幹病院や医会を中心とした病診連携のネットワークが多くの診療科で構築さ

れている。こうした病診連携の会で各専門領域における学校保健の諸問題をテー

マとして取り上げることにより、勤務医が学校保健に関わる機会が増えるのでは

ないかと思われる。 
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  このような病診連携を介した地域の開業医と勤務医間のいわば縦の連携と同時

に、横のつながりとなる診療科間の共通認識の構築や情報の共有化を目指した地

区医師会の学校保健委員会が設置され機能することが重要である。勤務医参加の

ための予算化を含め、教育委員会や行政との折衝、調整を図ることが、勤務医の

学校保健参加への必須条件となる。 
  全国の各ブロックや都道府県レベルでは、学校保健・学校医大会、学校検診協

議会専門委員会(九州ブロック)、心臓検診、学校精神保健検討委員会(東京都)、

学校保健講習会、心電図判読会(徳島県)など、学校保健を推進していく立場にあ

る勤務医の参加はみられるが、そうした動きが各地区医師会にも広がり、地域医

療を担う一般の勤務医にも学校保健への理解が深まることが期待される。 

 
(３)学会 
 主に学校医を構成する小児科、眼科、耳鼻咽喉科では、各科における専門学会

で学校保健を取り上げた講演やセミナーが開催され、開業を視野に入れて学校医

に高い関心を持つ勤務医への啓発活動が行われている。 
  その他の診療科においても、整形外科領域では、日本小児整形外科学会でパネ

ルディスカッションに「運動器検診」が、日本側弯症学会の広報委員会で「学校

保健における側弯症の問題」が取り上げられ、「学校保健部会」が立ち上がること

になっている。産婦人科領域では、学会誌に学校保健、小児保健の教育的な論文

が掲載され、性教育の指導のためのセミナーが開催されている。 
  皮膚科領域では、従来、日本臨床皮膚科医会の学校保健委員会で、開業医を中

心に皮膚科医の学校保健活動を推進してきたが、平成 18(2006)年に日本小児皮膚

科学会、平成 20(2008)年には日本皮膚科学会においてもそれぞれ学校保健委員会

と学校保健に関するワーキング・グループが設置され、病院勤務医や大学の皮膚

科による学校保健への取り組みが始まった。これらの学会で毎年、学校保健に関

する教育講演、セミナー、シンポジウムが開催され、「学校におけるアトピー性皮

膚炎対策」、「学校における紫外線対策」、「皮膚の学校感染症」、「食物アレルギー」、

「性感染症」、「にきび」、「おしゃれにまつわる皮膚トラブル」などがテーマとし

て取り上げられている。日本小児皮膚科学会では全国の私立学校を対象とした講

演活動を行っているが、会員から講師の派遣ができない地域では、試みに大学病

院に勤務する若い医師に講演を依頼しているところもある(高知県)。講演を行っ

た医師にとっては学校保健についての認識を深める大変良い機会となっている。 
  専門医資格の取得条件として、学校保健に関与することが義務付けられれば勤

務医の学校保健に対する関心は著しく高まることが期待される。日本小児循環器

学会では、心臓検診への参加や要精検者への対応などの実績のあることが、専門
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医の申請資格になっている。他の学会には専門医資格取得条件に学校保健に関す

ることは含まれていないが、専門医資格試験問題にて、地域医療の一環として学

校保健に関する出題があっても良いのではないかと思われる。また児童青年精神

医学会においては、児童精神科医という立場から、勤務医、開業医を問わず、常

に学校精神保健に注目し学校との連携を通じて学校保健に貢献している。 
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Ⅵ 医師の養成課程で修得すべき学校保健 

  

１ 医学教育における学校保健の学習機会の現状 

 

  医学教育全体における学校保健の位置づけのため、「医学モデル・コア・カリキ

ュラム―教育内容ガイドライン―平成 22 年度版」を概観した。「医学モデル・コ

ア・カリキュラム」は、「A 基本事項」から「G 臨床実習」に分けて記述されてい

る。そのうちの「B 医学・医療と社会」の「(２)地域医療」の項の到達目標に、

「３)地域における、保健(母子保健、老人保健、精神保健、学校保健)・医療・福

祉・介護の分野間および多職種間(行政を含む)の連携の必要性について説明でき

る。」とあり、学校保健が明記されている。また、「B 医学・医療と社会」の「(１)

社会・環境と健康」の項の到達目標に、「７)各ライフステージの健康問題につい

て説明できる。」とあるのも関連があると思われる。さらに、「G 臨床実習」の「５

地域医療臨床実習」の到達目標に、「５)地域における疾病予防・健康維持増進の

活動を体験する。」とあり、実習を通じて学ぶことも推奨されていると思われる。 

 より具体的に知ろうと「平成 21 年度医学教育カリキュラムの現状(全国医学部

長病院長会議刊行)」にあたったが、必ずしも細かい内容が記されておらず、学校

保健や健康教育を明記した講義や実習を確認できなかった。 
 

表－７ 教科書にみる学校保健の学習内容の一例21 

1.子どもの健康状況 ：体格、疾病、異常被患、体力の現状；ライフス 

 タイルの現状；メンタルヘルスの現状 

2.学校保健とは ：学校保健の意味；学校保健の領域と構成；保 

 健教育と保健管理の特質 

3.学校保健の組織と運営 ：学校保健行政；学校保健関係職員；学校保健 

 安全計画と学校保健組織活動 

4.学校保健管理 ：健康診断；健康相談 

5.歯科保健―小児を中心として ：歯科疾患の問題の大きさ；学校歯科保健活動 

 の意義；う歯の予防；歯周疾患の予防；学校歯

 科保健活動 

6.学校環境管理 ：学校環境管理とは；学校環境衛生基準；学校 

 環境管理のための検査項目 

7.学校保健教育 ：学校保健教育の機会；保健学習；道徳；総合的

 な学習の時間；保健指導；学校における健康づ

 づくり；地域社会と学校保健活動 

                                                  
21 シンプル公衆衛生学 2011 より一部修正転載。 
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 保健活動全般を学ぶための教材として公衆衛生学の教科書についても調査した

ところ、内容に若干の異同はあるものの、例えば、新簡明 衛生公衆衛生 改訂６

版(南山堂、2010)では 263 ページ中 16 ページ(6.1%)、わかりやすい公衆衛生学 第

３版(三共出版、2010)では 209 ページ中 17 ページ(8.1%)、シンプル公衆衛生学 

2011(南江堂、2011)では 383 ページ中 24 ページ(6.3%)というように、学校保健

に一定の紙数が割かれていた。項目立ての一例を表－７に記す。 

 以上より、医学教育において学校保健は必須な学習項目であり、主として公衆

衛生学の講義において学校保健に関する基礎的な知識に接することができるが、

その後に各疾患について学んで臨床実習を進めるにあたってその意義を認識して

実践で活用できるように配慮されているかは必ずしも明確ではないと思われた。 

 

２ 医学教育における学校保健の学習機会のあり方 

 

  公衆衛生学の講義を通じて学校保健の基礎的な知識を得ることを引き続き行う

ことに加えて、その後にも地域医療の一環としての重要性を講義および実習によ

って実践的に学習できるようにすることが望まれる。その際には、子どもおよび

保護者を対象とした健康教育としての学校保健の意義の認識も深められるように

配慮する。 
 そもそも各科の疾患を発達やライフステージの中で理解するように促すことは

重要と思われるが、実際にはそのように整理し直すような余裕がないのが実情と

思われる。そこで、むしろ学校保健をキーワードにして、地域保健、健康教育、

発達的な見方を統合的に学べるような講義を工夫して、より包括的な理解に基づ

いて医師としての役割をイメージしやすくすることが望まれる。 
 最近の実例としては、愛知県医師会が大学の講義の中に主体的に担当するコマ

を作るようにしてきた経過を受けて、学校保健の講義が数コマ設定されるように

なったということがある。このように地域医療としての学校保健の実情を熟知し

た医師会が関与してより実践的な学校保健の講義を作り上げることは有効な方策

である。 
 このような改変をすぐに行うことができなかったとしても、疾患や治療に関す

る講義がある程度進んだ後に、例えば、子どもの心身の発達について小児科や精

神科を軸にしながら学校での取り組みや医療と教育との連携について実例などに

即して学ぶような統合的な講義を設定することは可能と思われる。その際に、学

校医や医師会が何らかの形で関与することが望まれる。 
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３ 卒後教育における学校保健の研修のあり方 

 

(１)はじめに 
 医師卒後臨床研修制度は平成 16(2004)年度から必修化された。必修科目は、内

科、外科、救急(麻酔科を含む)、小児科、産婦人科、精神科、地域保健科・医療

となり、研修プログラムは２年間のスーパーローテート方式で、１年目は基本研

修科目として、内科、外科、救急(麻酔科を含む)、２年目は、小児科、産婦人科、

精神科、地域保健課科、医療(保健所、診療所、社会福祉施設、老人保健施設など)

の他、基本必修科目以外の地域や研修施設の特色に応じた研修などを行うことと

なっている(図－９)。 
 各科の研修期間は内科が６か月以上、その他の科が最小１か月以上となってい

る。社会的に問われている医療医師の質と医師研修のあり方として、大学病院中

心の専門医療に偏りすぎた研修のあり方が問題視された。 
 卒業研修医が経験すべきなのは、大学病院が診るべき高度医療を必要とする症

例でなく、市中病院や診療所で診るプライマリ・ケアの症例であり、基本的な療

患に対処でき、それ以外は適切に専門医に紹介できる能力を養うことを目的とす

る、求められている医師像、卒後研修内容を踏まえ、これからの時代にふさわし

い研修医を目指す。 
 卒後初期研修で学ぶことは、すべて医師に必要な基本的な臨床能力を身につけ

る期間となる。疾患数全体からみると風邪や腰痛などのありふれた疾患が大半を

占める。一方、少子高齢化や疾患への疾病構造の変化で、病院から地域医療、在

宅医療の移行が進む中で、社会的に最も求められている医師はプライマリ・ケア

医であり、少子化問題を抱える我が国として、今後さらに進んでいく少子化対策

の対応の一つとして、学校保健をプライマリ・ケア医が研修する必要性がある(学

校保健)。 
 この卒後研修期間の中で研修医として学校保健教育期間を、内科、小児科、外 
科、精神科、地域保健・医療の教育の必修化中の地域保健・医療に取り入れるべ

きと考えている。 
  

「１年目」  

内科 

(６ヶ月) 

外科 

(３ヶ月) 

麻酔・救急 

(３ヶ月) 

 

「２年目」  

小児科 

(３ヶ月) 

産婦人科 

(３ヶ月) 

精神科 

(３ヶ月) 

地域保健・医療 

(３ヶ月) 

図－９ 
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研修の核となるセンター病院の他、診療所、学校(保健室、体育館、教室等)など 
の施設を利用して研修をする。学校保健の予防活動に取り組みながらその施設で

の研修が有用と考える。 
 研修は医師として病院だけの診療と治療のみならず、地域、学校、在宅での予

防から社会に活躍できる人材育成の面から全人的な医師を養うためにもその必要

性を感じる。また、卒後研修の２年間だけでなく、その後の認定医や専門医を取

得したとしても、この原点を忘れず、学校、地域、社会に貢献できるプライマリ・

ケア医としても活躍していけると考える。 
 
(２)卒後学校地域・保健教育のモデル・コア・カリキュラム 
 学校教育法第 12 条で「学校においては、別に法律で定めるところにより、幼

児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行

い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない」としている。この「別

に定める法律」とは、学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）である。

本法第一条(目的)には「学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図

るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校におけ

る教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られる

よう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な

実施とその成果の確保に資することを目的とする」とある。 
 その目的達成のため就学時の健康診断とその事後措置、児童、生徒、学生およ

び幼児の定期健康診断、臨時健康診断と事後措置、さらに職員の定期健康診断、

臨時健康診断および事後措置が規定されている。これら健康診療の方法及び技術

的基準については、同法施行令、施行規則、局長通達により細目が示され、これ

により学校医の職務として健康診断が実施されることになる。 
 
(３)卒後大学、大学病院、研修病院等における学校保健に係る医師の生涯学習体 
  制の整備について 
 学校保健やその健康教育の研修(講演会など)を通じて、その効果を検討した上

で、学校等で現場での研修ができるシステムの整備が必要と考える。 
 近年の学校での児童・生徒の健康上の新たな傾向として、小児肥満、るいそう、

高脂血症、高血糖等の生活習慣病や偏った運動や過度な運動による運動器傷害や

運動不足等を起因とする運動器機能不全、アレルギー問題、性の逸脱、メンタル

不全などによる不登校の増加などがあげられ、学校医(内科、小児科)のみでは対

応できない状況で、精神科、皮膚科、産婦人科、整形外科などの専門医と学校保

健の関わりが今後重要となってくる。 
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 上記医師臨床研修制度は、卒後教育の研修の中で平成 16 年度から必修化され

ていたが、平成 21(2009)年度まで、制度の見直しがなされ、現在に至っている。 
 この研修プログラムの中で地域医療の部門があり、学校保健の研修が必修化さ

れるならば、学校保健に対する卒後研修が得られる。また、研修終了後も大学病

院や公立私立を問わず各種医療機関で専門医として医療を学ぶ中で、学校保健と

の関心がもてるシステムとなる。卒後教育における学校保健の研修のあり方とし

て、その方向性を述べるとともに、医師臨床研修制度に学校保健としての地域医

療の学習機会がなされることを願う。 
 
(４)提言 
 日本医師会会長として、卒後教育における学校保健の導入を推し進めるように

要望する。22 

                                                  
22本項は以下を参考にした。 

①文部科学省中央教育実践会大学分科会第 57回議事録配布資料２抜粋,②公衆衛生学―４, 母子

保健・学校保健,③どうなる医師卒後研修！?(医学生向け情報誌)研修プログラムより抜粋,④厚

生労働省：政策レポート(医師臨床研修制度の見直しについて) 
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Ⅶ 結論 

 

 諮問、「地域医療の一環としての学校保健活動のあり方と勤務医の参加」につい

て討議を重ねた結果、以下の結論を得た。 

 「地域医療の一環としての学校保健活動のあり方」については、学校保健安全

法に規定された地域における医療の専門家としての学校医がキーパーソンとなり、

学校保健に関わる諸課題について学校の教職員からの相談にのり、さらに適切な

助言をするとともに、地域の保健医療全体の中における当該課題の意義を教職員

に説明し、解決法を共に見つけ出すよう努めることが大切である。地域社会にお

ける学校保健の活性化のためには、それぞれの地域の実情に応じ、学校医が有効

に活用されるとともに、学校医自身も研鑽を積み、学校・家庭・地域が連携をと

りながら取り組みを進める際の推進役となることが望まれる。 

 諮問の後段、「勤務医の参加」については、学校保健が地域保健を構成する重要

な一翼を担っているという認識の下、地域によっては医師等の医療資源の確保が

困難である場合も少なくない現状を考慮すると、学校医に加え勤務医にも様々な

形で学校保健に参加し、学校保健の機能の一部を担うことを要請する必要性は高

まっていることを強調したい。これを可能とするためには、勤務医に対する学校

保健に関する情報提供をはじめ、報酬のあり方、学校保健への参加機会の提供、

医療機関への働きかけおよび調整・協議が必要である。さらに、医師が生涯学習

として研修を受ける際の内容に学校保健を位置づけることや、医師の養成課程に

おける学校保健についての学習機会の充実、卒後研修における地域医療の中に学

校保健を導入する必要がある。 

 第 XXV 期学校保健委員会は、日本医師会として以上の課題の実現のために積極

的に取り組むことを要望する。
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健康診断の改善、特に運動器検診の整備・充実に関わる 

ワーキング・グループのまとめ
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【ワーキング・グループの名称】 

健康診断の改善、特に運動器検診の整備・充実に関わるワーキング・グループ 

 

【ワーキング・グループの目的・趣旨】 

 児童・生徒の解決すべき現代的健康課題として挙げられている生活習慣病、過

度なスポーツによる運動器疾患・障害は、小児の発育・発達に即した適切な形と

内容の運動・スポーツ・身体活動がなされていないことが、主要な原因である。 

 就学時健康診断及び学校における定期健康診断の改善を図り、運動器検診が一

層整備・充実されることにより、これらの解決の糸口を見出すことができると考

えられる。すなわち、運動器の発育・発達の状況、側わん症や過度なスポーツに

よる四肢、骨・関節の異常、あるいは運動不足に伴う運動器の機能不全の状態を

早期に発見し、その結果に基づいて、各地域の医師会、学校保健会、教育委員会

等の関係諸機関及び学校医、養護教諭、体育教師、地域スポーツ指導者、地域医

療機関の勤務医等が連携・協力して、事後措置、保健指導、専門的治療、体育・

スポーツ指導の充実・改善、学校教育内容・カリキュラムの工夫・改善等の対応

を行うことにより、児童・生徒の心身の健全発達に結びつけることができる。 

 この課題を検討するとともに、原中勝征会長よりの本委員会への諮問事項であ

る「地域医療の一環としての学校保健活動のあり方と勤務医の参加」の検討を、

より深める具体的資料やモデル的仕組みを委員会に提示できると考えられる。 

 

【メンバー】 

１．柴田輝明 委員(埼玉県医師会理事) 

２．松平隆光 委員(東京都医師会理事、東京都小児科医会) 

３．松﨑信夫 委員(茨城県医師会常任理事) 

４．三戸和昭 委員(北海道医師会常任理事) 

５．武藤芳照 委員(東京大学政策ビジョン研究センター教授) 

 

【会 議】 

第１回ワーキング・グループ会議 

Ⅰ．日 時 ： 平成 23 年１月 20 日(木)12:00～13：00 
Ⅱ．場 所 ： 日本医師会館 504 会議室 

Ⅲ．出席者 ： (委員)衞藤、武藤、柴田、松﨑、松平、三戸 

 

第２回ワーキング・グループ会議 

Ⅰ．日 時 ： 平成 23 年 9 月 22 日(木)12:30～14：30 
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Ⅱ．場 所 ： 日本医師会館 501 会議室 

Ⅲ．出席者 ： (委員)衞藤、武藤、柴田、松﨑、松平、三戸 

      

第３回ワーキング・グループ会議   

Ⅰ．日 時 ： 平成 23 年 11 月 10 日(木)17:00～19：00 
Ⅱ．場 所 ： 日本医師会館 507 会議室 

Ⅲ．出席者 ： (委員)衞藤、武藤、柴田、松﨑、三戸 

        (役員)羽生田副会長 

 

【論 点】 

 ワーキング・グループとしての論点を次の２点とした。 

 

１. 運動器検診の整備・充実の必要性とその実現に向けて解決すべき課題の検 

  討 

 

［必要性］ 

(１) 児童・生徒の運動器疾患・障害及び運動器の機能不全の早期発見及び

それに伴う適切な事後措置、保健指導、専門的治療に結びつけられる。

(２) それらの疾患・障害等の頻度は比較的高く、学校現場からは、運動器

検診体制の整備・充実が望まれている。 

(３) その整備・充実により、児童・生徒がいたずらに過度なスポーツによ

る外傷・障害をきたすことを防止し、生涯にわたって心身共に健康で

活動的な生活を送る基盤を作るとともに、健全な競技スポーツの普及

・振興に結びつけられる。 

 

 [解決すべき課題] 

(１) 学校医、養護教諭等、学校保健関係者に、運動器検診の整備・充実の

趣旨・目的についての一層の理解を図ること。 

(２) 運動器検診の方法・内容、判定基準、事後措置等の具体的実施要項を

整備すること。 

(３) 現行の健康診断の方法・内容、項目を点検・整理し、学校医、養護教

諭等の負担と労力を増大させることなく、合理的な形で、運動器検診

が組み入れられるように図ること。 

(４) 運動器検診の円滑な実施と事後措置の効果的な実践のために、地域医

療の担い手であり、運動器の専門家の開業医並びに勤務医等との緊密
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な連携・協力体制を構築すること。 

(５) 「学校の健康診断での側わん症見落し」が訴訟に至った問題事例等、

学校の運動器検診全体に伴うリスクを回避するために事例分析等を

基盤として、防止体制の構築を図ること。 

(６) 学校保健安全法施行規則(文部科学省令)の一部改正を実現し、全国統

一基準と方法により、運動器の評価と運動器疾患・障害の早期診断の

方法を合理的に組み入れた健康診断の改善を図ること。 

 

 

学校における健康診断の中で運動器検診を行う手順 

 

２. 地域医療の一環としての学校保健活動のあり方と勤務医の参加に関わる検 

  討  

(１)運動器疾患・障害 

 学校医、養護教諭と運動器の専門家の開業医及び勤務医等が連携・協

力して対応した運動器疾患・障害の診断・治療・リハビリテーション・

予防に関わる症例(側わん症、野球肘、腰椎分離症、オスグッド・シュ

ラッテル病等)や事例を収集、効果と課題を検討すること。 

(２)モデル的仕組み 

 上記の作業や関連資料等を基に、学校と勤務医を含む地域医療との関 

係を示す「モデル的仕組み」のポンチ絵等を作成すること。 

 

   【作業結果】 

  ３回の会議での討議と検討作業並びに、各委員の資料・文献・事例収集作業の 
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 結果、次の諸点が明確化された。 

 

  １. 事前チェック 

・ 運動の苦手な児童・生徒には肥満傾向が多いことから、事前に養護教諭

に＋10～20％の肥満度(一方－2SD の身長は下垂体性小人病のチェック

に結び付けられる)の児童・生徒を抽出してチェックし、対象者を絞って

重点的に運動器の健診を行う等、事前チェックの工夫により合理化を図

ることができるであろう。 

・ 運動器検診の内容に即した項目を加える保健調査を整備・充実すること

によって、学校現場の負担をあまり増やさず、一方、真に検診を必要と

されている児童・生徒を見落とさないようにする。 

・ 児童・生徒が、一人ひとりの「健康手帳」や「健康カード」に運動器疾

患・障害に関わる症状、悩み、心配等の記載がなされるように工夫し、

児童・生徒の保護者、担任教員、養護教諭等の連携・協力関係を一層強

化することが必要である。また、「健康手帳」や「健康カード」の内容・

項目を整理するとともに、学校での健康診断に児童・生徒が持参して活

用するのが良い。例えば、「姿勢が悪い」、「側わんではないか」、「ケガ」

等の運動器検診に役立つ内容を保護者に記入をしてもらう。 

・ 全国各地で、「健康手帳」や「健康カード」等が、どのように発行され、

どのように取り扱われているかは必ずしも定かではないが、「家庭と学校

を結ぶ児童・生徒の健康情報の架け橋」と位置づけ、より一層の有効活

用を図ることが望ましい。 

・ 側わん症に特化した健康手帳としては、千葉県の「脊柱側わん症管理手

帳」〔(財)ちば県民保健予防財団〕があり、側わん症に関わる情報が児童・

生徒、保護者、診療する主治医、学校間で共有されるように作られ、用

いられている。 

・ 肥満、運動習慣(運動過多、運動不足)等の小児生活習慣病に関わる内容、

項目も「健康カード」や「健康手帳」に記入できるようにすれば、運動

器疾患・障害のチェックにも役立つ。 

 

  ２. 検診方法・内容 

・ 現行の法規、医療体制の下で、学校での運動器検診を行っているモデル

的な地域(埼玉県鴻巣市、富山県射水市、山梨県甲府市等)がある。 

・ 学校健診で側わん症を見落として訴訟になった事例が、実は法定の脊柱

の健診項目を実施していなかったことから、健康診断に当たっては、「決
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められたことをきちんと行う」ことを徹底する必要がある。 

・ 側わん症の検診を適正に実施することを糸口として、運動器検診全体の

実施に向けてリンクさせるのが良いであろう。 

・ 側わん症の検診に際して、女子児童・生徒の上着を脱がせて実施するこ

とについて、文部科学省等からの通達に加えて、学校現場でプライバシ

ーの保護のためのカーテン等の物理的工夫や、女性教員の配置、保護者

の理解を求める文書配布等の措置を徹底することが必要である。 

 

  ３. 事後措置 

・ 運動器検診により、いわゆる「運動器機能不全」(「体の硬い児童・生徒」)

とみなされる児童・生徒への指導方法・内容、指導系統を確立する必要

がある。 

・ 「運動不足があるなら運動しよう！」等の学校から保護者を通しての児

童・生徒への生活指導ができるようなモデルやマニュアルを日本医師会

で作成し、運動器検診を受けた人への事後措置に役立ててもらうような

ことができれば望ましい。 

 

  ４. 教育・啓発、環境整備 

・ 『学校医の手引き』日本医師会(平成 16(2004)年)『児童・生徒の健康

診断マニュアル』改訂版、日本学校保健会(平成 18(2006)年)を改訂し、

運動器検診の具体的方法・内容を明確に示すことが必要である。 

・ 『学校の運動器疾患･障害に対する取り組みの手引き』(日本学校保健会、

平成 21(2009)年)のような保護者や学校の教員等にも参考となる手引書

を作成することが望ましい。 

・ すでに検査項目の一つに組み入れられ、検診が実施されているはずの側

わん症についても、学校現場で生じている課題等を含めて、その方法・

内容・注意事項等をまとめた実施要項を改めて追加する必要がある。 

・ 文部科学省主催の諸会議、例えば「47 都道府県健康教育行政担当者連絡

会議」で、運動器検診の意義、実施方法・内容等について、専門家、日

本医師会等が講義をすることも有効であろう。 

・ 各小・中・高等学校等の学校保健委員会(学校長が委員長で、学校医、保

健主事、養護教諭、PTA 等が参加)で話題提供することも必要である。 

・ 側わん症については、近年、日本医師会主催の学校保健講習会で扱った

ことがないので、この場を活用して、側わん症並びに運動器検診の必要

性、実施方法・内容、事後措置についての情報提供を行うことも有効で
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あろう。 

・ 日本医師会主催、全国学校医・学校保健大会で、今年度の静岡大会では、

「脊柱検診、運動器検診、生活習慣病」というセッションが初めて設け

られ、活発な発表・議論が行われたが、来年度の熊本大会でも同様な計

画が実施されるよう支援・協力していくことも必要である。 

・ 教育・啓発に当たっては、運動器の専門家に加えて、肥満等の小児生活

習慣病として、勤務医にも参画していただき、児童・生徒の現代的健康

課題への対応という観点で、学校の健康診断の改善・充実に結びつけて

いくという基本理念が伝わるように工夫すると良い。 

 

  ５. 学校医・学校保健について 

・ 学校医への報酬と実際の業務との関係についての社会的批判がなされて

いること等を真摯に受け止め、児童・生徒のために、学校の健康診断を

はじめ、学校保健活動に一層時間を割くように努め、運動器疾患・障害

を検診できるようにすることが望ましい。 

・ 平成 24(2012)年度より、中学校の保健体育で武道が必修化されるが、

児童・生徒の柔道や剣道等の武道に伴う外傷・障害、事故の実態分析を

踏まえ、その予防対策等を講ずる必要がある。それとともに、その観点

からも、中学校生徒の運動器検診の実施は、武道に伴う外傷・障害の早

期発見に結びつくと考えられる。 

・ （財）日本スポーツ振興センターの報告によれば、児童・生徒の数は、

減少しているが、近年、疾病・負傷の発生件数、例えば骨折等の外傷の

件数は増えており、学校での運動器疾患・障害への適切な対応は、喫緊

の課題であろう。 

・ 学校の健康診断でチェックされて専門医へ紹介されて対処する事例に

は、三つのパターンがある。 

○ ：正確にチェックされて、専門医に紹介されて適切に対処される場

 合 

△ ：チェックはされたが、正確に評価・診断されないために、オーバ

 ー・ダイアグノーシス(過剰診断)になって、ほとんど問題ないに

 も関わらず専門医へ紹介される場合、あるいは過小診断となり、

 本当はチェックされて専門医に送られなければならないのに、そ

 れがなされない場合 

× ：やるべきものが見つけられない場合  
 これらのそれぞれに、勤務医が直接、間接に関わることによって、適正



 vii

 

 

 

 

 

・ 

な健康診断に結びつけられると考えられる。とりわけ、△の事例をいか

に減らしていくかという点で、専門性のある勤務医の支援・協力は必須

であり、学校医、学校関係者、児童・生徒への教育・啓発活動への継続

的参画がなされれば、地域医療としての学校保健活動を充実させられる

であろう。 

日本医師会賠償責任保険は、学校の健康診断のような「集団検診におけ

る病変の見落としと医師の責任」のような事例でも、医賠責の支払いの

対象となること等が確認された。 

・ 平成 24(2012)年４月より、中学校の保健体育の授業で、武道が必修化

され、柔道、剣道等の武道が正課の授業内で実施されることになる。現

状の児童・生徒の運動習慣、体力・運動能力を見ると、それに伴うケガ・

事故が発生するというリスクはかなり高いと予測される。学校保健の立

場から、安全で合理的な指導・教育がなされるよう、適切な資料提示、

起き得るケガの対処、予防法の検討等により、協力することが必要であ

ろう。 

・ このような動向を踏まえ、運動器の専門家が、これまで以上に、学校及

び学校保健に関心を持ち、協力・参画することが望まれる。 

 

 

運動器検診の整備・充実に関わる勤務医の参画 




